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★中等科講習會斗

每週金曜Ĥ19時よリー【會寶月50錢】 

用書Don Kihoto―講師 小野田幸雄

★例會兼硏究會★

每週水曜□19時よリ【會費不用】

¥アルヂエンタ・クンシード*
Ŝ ——第百回紀念會合——

I10月18ロ（第三士曜日）19時より銀座明

> 治缎菓;皆上にて。Fraŭrilojミsinjorinoj 
! の特權はkiu•〇 XIX teoいづれかーば

いだけ（senpage）餐!®されます。

【催し物】:Prezentaĵo----- Memoraĵo

: 一會費50錢一

> （本誌廣告六頁）-----

★初等科講習會★ 

今度任趣向んかへて畫間やるこさにしま 

い:。

10月13日一11月13日

每週月•木曜日（9冋） 

午後1時——2時半

2 ［HI 50錢（敎材共） 

平澤義一氏 

當學會（階上講習室）

海外諸雜誌取次ーー廣告2頁）

費
師
所 

會
講
場



・第十一年ラ•レヴォ・オリエンタ第十號★

Scherer氏の旅程
前號紹介の!CKのspeciala delegitoさして來朝の来國ロサンセ•たスのScherer氏も全國 

各地の同志よりの招待狀が學會に山積したが.同氏の口本滯在期間が短いため十分よい□程が 

できなかったが學會で次の如* El程を編成しました。日程以外の土地での歡迎は時間の都含で 

不可能ですが、次の!!程によってやりますからScherer氏のvizitiされち土地の近くに住ん 

でなられる方（工その土地へ行ってお會ひ下さい。又鐵道沿線で歡送迎できる人は綠星旗を持參

大いに歡迎頤ひます。幻燈機械は同氏携帶の筈。

1215 B橫濱港へ着東京へ

7 H10時15分東京發,11時 

56分平塚着農學校にて講演 

〔平塚宿泊〕

8 n10時12分平塚我,11時 

38分柬京着.19時25分-20時 

J0AKにて瞬演放送

9 B 8時25分東京發，13時 

33分靜岡着

11H 9時8分靜岡發,14誌 

29分東京着〔18時より東京 

日日新聞厨堂にて購演〕

!2H 東京滯在（T.EK歡 

迎晚麥會）

130 21時55分上野驛發

14H 11時12分盛岡着〔略岡宿泊：） 4 B
15日 101510分盛岡發，14時55分仙臺若 5日

17日 10時仙畫發,14時04分郡山乘換, 6日

19皓10分新潟着 1日

19H 9時新潟發,18時43分金涯着 15日

21H 9時25分金澤發,15^51分 

米原乘換・18時48分名古屋着

23 ロ 9時30分名古屋發，13時07 
分宇治山田着

24H 9時07分宇治山田發，1211芋
02分長島（紀北實踐女學校）

25日6時28分長島發,13昨53分 

大津着

27日28 Ŭ京都滯在

29日龜岡へ

30日31日大阪滯在

12110 22時05分大阪發

2日8時05分下關驛着9時20分 

門司着10時門司發,13時10分別 

府着

9時15分別府我13時47分博多着 

福岡滯在・

9時35分博多發110.J42分大牟山着 

100523分大牟田發15時32分長崎着 

長崎出帆上海へ

シェーラー氏歡迎晚餐窖（東京）

10月12戸（日）芦午後六時より
場所 聖ゴ%會東京基督敎背年會館 

會賛!.50錢の豫定

同氏の講演あり,外に藤澤親雄氏及符惱 

武氏の歡迎なI兼わて催します。 

御注意:一出席希望者（エ10月!0日迄に當 

學秤宛ハガキで必ず御申込も乞ふ。

エス書籍東京堂小賣部で販賣 

神田の東京堂の小歿部厲當學會から和洋 

エス書籍の供給を受けて同店小萸部に陳 

列販竇する事になりまし九。神田へ御出 

の節はぜひ御立奇りの上御利用大いに御 

買上の程な•御願ひ中上ます。

シェーラー氏講演僉（東京）

10月11日（土）午後六時より 

麴町區冇樂町東京日々新 

聞社講堂に於て〔入場無料〕

1.映畫の殿堂ハリウッド

J. R. Scherer 
外に映芨「四季の!］本」の映寫 

及びー・二名士の講演ある見込 

主催日本エスペラント學會 

後援東京日々新聞社 

御願ひ一お知り合の方多數おさそひわ 

はせの上來場願ひます。
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綠 の 旅（三）
（赤い灯） 在ドイツ伊藤徳之助

ノレンドルフ廣埸の地下鐵の出口で.水色 

の空にか、ろ月ご金星な眺めてゐた.サハラ 

の砂漠の宵闇に.あかす眺めてからもう一月 

にむち廣場の南三條の大通に（エ.夜に蘇るブ 

ムメラー（さしめたって銀プラ連だ）が踊場、 

活動、芝居.カフェー・ロカールへこ群って 

eく、闇の女が練ってゐろ停車場前の花賣は 

屋臺むた、んで、殘り水を植込の山吹にかけ 

氛 逢引きに男女の群七時・植込の蔭から小 

柄なローゼンペルク孃が小刻に歩いてきた、 

可愛いらしいロシア娘だ。

.「昨晚は御馳走様、むなた厲正確ですり」 

「でもドイツの婦人“不正確よ.日本“

ごう」

「さあり、似たりよったりですが、時にゲ 

.ナイスラフスキーさんは」 “

「反對側に行ってみませうよ」

モッツ街の並樹の蔭に一九番の電:車から降 

りた許りの、毛皮の外套にくちまつイ 

スラフスキーが手なめげて呼んでゐみ。

藤卷でタ餐をすましたのは九時に近かった

降りて、シュララフィアの玄關にか、ら、夜 

會服をき了:御嬢さん連がおさからめさかB詰
めかけてくる。ジィ----ルト、旷リュック・

ワルター・當夜の幹事連“忙しさうに動いて

ゐる〇

大《5間からはワグナーの曲が響いてくち。 

金色の壁■高いEI天井に4戰車花かろ女神 

の姿が勇々しい、四周に並べた長卓には、殆 

ぎ人が詰ってゐろ、二三百人はもう集ってゐ 

あ、リン亍マソが見付けてさんでくろ。

正面の管絃樂の壇上にグリュック氏がたっ 

小柄な上品な紳士だヽ長州人のやうむ顏貌だ。

「諸君、今日“年に一度のベルリーシェ 

スベランチストの御祭です、當地にわる多 

數の會、ドイツエス乂ラント私會も任じめ 

さして各區の會、各職業.宗敎の會も網羅 

して.年に一度樂しい宵花過さうさする. 

音樂に、試演に.踊に.吾々の师宗ザメン 

ホフ博士の言けれたやうに、協カー致和合 

の實を册げようさいふ....花美しい春の

舒心から案しく踊りQかうじゃちりません 

だ」

穴イオ号ンの音が高くキリキリミ舞ふ・六 

アが低く床をはふ.紅、紫紺.靑、綠.黒、 

白・薄い裳が代會服の男に土っはる。

にこにこ若いシモンがやってくろ。

「何故踊らないんだい」

「踊なんて人嫌です、馬鹿の骨頂ですよ」

こっちにもこんな若い男がゐるのかさ思っ 

て顏をみみ、にこにこそれでし踊むみてゐ“ 

リソデ•マンも天井むいた鼻も更にそりかへし 

て眺めてゐみだけだ、フルタ・博士が入ってく 

み、ロシア人だ。

「地球物理ていふのがやっさわかりまし 

ナ:、地T鐵たの何か地下の仕事に能氮”ざ 

を應用するものでせう」 ゝ

「誰がそんな馬鹿な!ミ花言つ九のです」

「さう書いておりiした」

倉面目なのか何か手がつけられない.前か 

ら二番目の長卓に小さい綠星旗むたて卜•女 

（ミ皆綠衣をつけア: 一連（エポッケムの速中7二 

そこの長老の紳上がいかにもフタダそっくり 

だ.いやそれより｛,御伽噺のアンテ・ルセンの 

様だ,字引屋のウユルスターが態々アソデル 

センの似顏を贈った位仁。

「めの紳士をさっき貴方かき思ひました 

よ」.. ’

「こ•れ.あ、あの奇麗な老人・めの芙し

い男ですれごうも難有う」

手な握って喜んでゐる、フ，レゲ厲理想家で・ 

先日なビはポーランドから&たゴストスキイ 

ま盛に議論した、議論に熟してくなJ立ち 

わがって自振も交ぜて演說にむろ。

「ローセソペルクさん・シ毛ンミ踊って 

おやりなさい」

「いやよ、男の方から誘ふしの■ですよ」 

そりやしってゐるだがさっきから相于慾し 

さうなローゼシペ,レク（I、ちんまり小柄だか 

ら誰も呼びに來ない、踊れないシモンでむけ 

りやだめかもしれない。運集むヴ・イスラフ 

スキイは下手な踊をつヾけでゐち・相手が矗 

いのだらう。

「めなTUIBBらない」
「黄找昨日の朝・三十分踊の法則が習っ 

たのですがり.もうそれで卒業した二ざに 

しましたよ」

うっかり坐ってゐ了:長卓4エロシア人許りの 

一群だっね。しかし二人の御嬢さん花除いて 

（し 知合でやってきた連中でエスベラントが 

で、ない。 （以下次號）・



國際曆主唱者を中心こして

55.役に立たぬ英語敎育

『我が同の中等以上の舉校で一番多くの時 

;冊を買してゐみのは外國語］英語）たが、その 

割合に能率の擧がらないのも亦この外國語が 

一番だ。屮學枝で一週六七時間も費して學/; 

だ英語か.何かの實用に立たぜて學ぶかひの 

あったご思ふものが卒業生の凡そ何割あるだ 

らうか。……特に爲諄女學校のやうな女子に 

特別必要な裁縫・料理なご反?g練習な耍すろ 

學科を多く課する處で、その上尙外國語を加 

へてニれか多少なりビも何か他日の用に立て 

ようさするのはごう考へてし無理だ。高等敎 

诒を受けるため・もしく仁外交官夫人にでも 

おって始めてその必要を感ずる外國語を誰に 

でも敎へてゐるのがごうしてし氣が知れな 

い。今Hはもう髙等女學校の卒業生も幾十菽 

さちちでおらうが.その中て嘗て英語も學ん 

なので人いに仕合ご仁ごいふものがĥれ丈け 

あみたらうか。……殆ご世界語に均しいから 

英語を學んで置くのは實用に適す〇さいふの 

はまだ聞丈るけれミ•し、イギリスは世界第一 

の强阈でわり■且つ同盟国の緣故もわろから. 

二れに敬意も表してその風の言葉を重んずる 

さいふに至って任离一イギリスな敵にせ袒ば 

ならない理!り合せにでもなったらごうする。 

.... 昔ナホ•レオソー H!が早く南方ドイツを手 

に入れたの任二の地方の人が好んでフランス 

語を話すからであった。對馬人が朝鮮語を解 

すみものゝ多かったのは.我が國のために都 

合しょかったが.同時に迷惑もしたこざもお 

つ了:。虜民が外國洁に通ずる二过を一槪にそ 

の國のために利益になる芒ばかり考へてはな 

らみい。四海も比隣に同じい今日に當って外 

國鉛を雀蠻駆舌の音なご、呼んで獨りよがり 

をしてゐる譯にはいかないけれご•も.乳ざ共 

に吸ひ込んで始めて出來ろ外國語の正い、獎 

音の稽古に、好い年をしてから憂身をやっさ 

汝ばならねさいふのも、その人の爲めにも. 

又その网の爲めにも聊か悲哀も感ぜざるも得 

ない。さて・かう苦心して學んだ英語でも和 

製（エビこまでも和製で.言葉过しては先方の 

子供や下女のそれに1及ばない。結局或る意 

味では多數日本人にごっては骨折taの草臥儲 

けに過ぎないこざが多い。……我が國民が英 

、語の學習に懸命になってからもう四五十年以

粟飯氐 晋

上にい"から今任勿論學術方面その外思想 

發表の方法ねごに關して多人の利益花徉てゐ 

ち二ざに固より首ふまでも・い。しかし又一 

方外交方面なごでは久しい以前から我が外交 

官の英語の拙劣なるに弦口他ざもに困ってゐ 

る。支那人なぎに捲く1立てられて好機を逸 

し去った例も少くがいやうに聞いてゐろ。… 

•••今Hのやうに外國語れ、ひながらその蜜は 

殆ご英爭に限ってゐるの（れ 道理の上から見 

ても貰用の上から見ても共に誤ってゐる。大 

孚敎育でも受けたい靑年の爲めには早くから 

ドイソ語、フランス語なぎな課する中學校が 

大都市なごにもつミ澤山めったがよい。英語 

は誰にでも强制dりばならぬほご社會生活上 

必須なもので任ない云々。』（敎育週臥1930, 
Z月所載湯原元•氏『學制の根本改革ごし 

て中等學校に於げろ英語も隨意科ミすべし』. 

より） ゝ

56.國際曆主唱者を中心に

コッリオース氏（28日を1ヶ月・協ヶ月 

を1年ミすみ国際固定曆主唱叡カナゲ人）日 

＜〇『亦ランク・の子供任大戦前まで任英語. 

フランス語・ドイツ語ミ自國語以外に三ヶ國 

語I習はなければならなかったが.今日で仕 

七割まで英語丈けですまぜろ樣になった。そ 

れにエスペラントも敎へるのは無駄な努力を 

强ひるものた云々。』 ^

阪谷芳郞男瞬日く『私しエスペラントを少 

し許りやって見たが.子供にエスペラントむ 

勸めおよりも.論語でも諛むやうに勸めたい 

云々。』

法學博士山川端夫氏（上院議員】日く。口私 

はエスベラントには大反對だ。あんなものよ 

リ英語.フランス語の方がごれ丈けい•かわ 

からめ。實用€いふ點から……〇』

法學博上神川彥松敎佼日く。『夫々見解の 

相異でぜうが.英語・フランス語.ドイツ語 

が國際語になみこざは六ヶ敷いでせうC』

田村新吉氏（上院議艮）日く。『英語な國廉 

語にするこ、ラテら系の氏族が承知しますま 

い……〇』一.1930年9月初旬東京C亭に 

於ける或ろ會合の席上にて。



29Z

門出を祝して川崎直一君に

對譯詳註叢書第5篇ーー『愛あるざニろ神あり』隹讀む

Kiu deziras poeton kompreni,
En lian landon li devas enveni.^ （Goethe）

（I）
十年の同志・川崎直一君が、この度世に公 

にされた處女若作『變わるざニろ神あり』を. 

No. 36 して昭られ・わたくしは.これも熱 

ある眼をもって速mi.感慨眞に・深いもの 

がある。

わt： ;し!X.取り急ぎ.このエスペラント 

史上・劃期的な著巾な.ひろく世に紹介し. 

聊か二、に、この多病なりし普者の門出を祝 

すみ便（よすが）过し.且（しその勞苦なりぎ 

らふために.深腔なる感謝の意を表したく思 

ふ。

第一に（い二の優れたみ著作が.ひ芒り. 

わが□本のエスベラント界の最近公にされた 

最大の收獲でおるの故をもってばかりで找な 

<.實は、世界的なエスペラント文献さして. 

獨特の價施ミ生命ざを有するを、信認するか 

らであみ。

第二には・ニの若作の內包的なものによっ 

て、わがエスペラント國に.一の桂本的な革 

荊の精神も注入し.更に、その科學的で合理 

的な方法ミ縊系芒もしって、エスベラントの 

組織的な機構も明示すみからである。

註 （1）Traduko de Marie Mankel: La 
Bela blondo, la Jarkolekto, la kajero, 
Dresden, 1908.

（n ）
君は、少壯學梦の志ふ懐かれて東上・早稻 

田大學に.フランス文學を專攻せられた。不 

幸にして.病氣退學も餘儀なくされた君は・ 

故郷にかへられて靜養、多年エスペラントに 

隠れられ冗。しかも、その病問の碌々こして 

俺マ能はず、思ふにまかぜ£>、やるせない□ 

々.ついに叢て得なかった君の志が.努力の 

結晶ミ結びついてヽニの著作さなつたのでめ 

あc （Vibu: p.17;『いこぐち』）

思へ|匚1921年2月、わたくしが■多くの 

好意ある同志に送られて.珂出に旅立つ化 

め.小坂狷二氏寄贈の祿星旗①もひらがへし 

つ、、H本郵妍Kleist丸で・橫濱も去った 

時君に若さにふち龙てゐろ角帽の學生姿でめ

成田重耶

られた。!926即、わたくしが.極東の大海 

港神戶に.三色旗のついたフランス郵船で・ 

生きて再び歸り着いた時.君は實に、病めろ 

人であられたのであみ。さうして.わたくし 

が.生活のために.東京より弼里秋田に.再 

ぴ束京に・或は京都に.々しつ、.最後に 

君の故鄕である大阪にゝ1930邙の初めより.一 

移り住むこざ、なった時、君の最初の著作が・ 

輝やかに世に公にせられらこ壬ヽなった!わ 

T： < Iは、衷心君の成功隹喜び、君のために.. 

お祝ひの言葉を贈りT: く思ふ。さうして、令 

更の如くに、ユデア人ザメンホフの創出した 

ろ國際補助語Esperantoの綠星の下におつ2 
った・われわれ同胞の不思議な因緣を、深く 

思はずにゐられないのでめる。®

君（［、美い、門出を踏まれるために.この 

香ばしい著作を世に送られた。君が.最初. 

志されたフランス文學からは.Uてらく・够 

を潛められたかに見龙て、しかも、二ゝに、 

端なく L.博識のエスペラント學者さして、 

華やかなddbutななされる:ご、なった。わ 

T：<し任.君の不退轉の精進が、今FK二の 

優れた著作さむって顋れ來りたらを見て•心 

から.君のために・十年の同志でわった熱心 

な文學志望の靑年でめられた友のために、恢 

復した健康に對すみざ同じく.喜びの二、み 

を述べるざ共に.こ、に議詩®な赠り、感激 

の心をIって・お祝ひ致しなく思ふ。 

註（1）小坂狷二氏より.氏の著書Perloj 
el Ia Orientoミ共に•贈られた;の綠星 

旗CU西歐への海の旅に於ても、ま・T大 

陸の旅に於ても.常に携へた。Praba（La. 
XIII） Helsinki （La XIV）の萬凰大會 

1：（!.固よりこれを振り廻しT:〇1926… 
1929毎までの、東京生活を終り■京都の• 

關西口佛學館に赴くナ:めに.1929年3 
月末・本鄕の下宿を去ろ時.有島武祁の 

f死过その前後』のエスベラントの譯稿ー 

1923 DiHsで譯了——ご共に、っひ 

に、惜しみもなく.焼き棄てた。

註⑴成田重郞「排斥せられ丁:ちしの、岳 

葉』:. ^
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參照 〇 Revuo Orienta, Januaro 1929 年 c 

註(3)成田重郞作Al la Nova Vojo,木稿 

の末尾につけてめる。これ任、1926年 

暮れのZamenhof祭に讀んだ1のでめ 

ち。

(山)

本書は.三五版、クロース上製美本.331 
頁。五部から成ってゐる。(1)いざぐち。(II) 
本文。(HI)註釋。(IV)附錄1エスベラン 

ト研究用書解題。(V)附錄II川崎直一著作 

目錄C

本書の主要なる部分は.第三部、及び、第 

四部にあるが、前者に於ては・著者がエスベ 

ヲント訟學者であちな示し、後者に於ては・ 

エフ、々ラント學者でめろこざな氣づかせるc

今、この著作の本質的な€のを取り上げて. 

紹介しようさするに當り、先づ第一に、第三 

部註釋より吟味を始めるが、大骼本書の內包 

的なIの;tゝ次の如く列記しよう。

A語義を精確に妥當に解しようざい:。 

冬考文献(し頗ろ廣きにわたり.引例豐官・ 

博ワ;傍證〇 しば I ば、Etimologia Vortareto 
の感めらしめる。

B單語な储系的に文類し、整理し、用例 

を多く舉げて、語法花理論的にも.實際的に 

も示した。

C 文法上の重耍む;s閲題をあげて解決 

L.もし< ilwそれについて・何等かの解答 

を與へてゐるC

T)註釋のなかに、用例も示して、縱橫に 

文法ふ折り込み・エスベラントの言語學的研 

究な試み、その機構を解剖し.組織を分折し 

て、エスペラノト、及び、エスベラント學a) 
について、自然に會得せしめ・充分得心のっ 

くやうに・案配してあ"

以下、頁ざ數字さ引例さなもって、上記の 

匹項を說明すらでめらう。

A 本書の一特色でめる表によって、示さ 
れた多くの例ね見ても・容易にわかるのでめ 

みか、たざへば、p.】2〇の表〇 Demando; 
Kronado. (Vidu : Komentario No.121.)

I -141.表〇 Super +.......
p.186. Regno 过 Ŝtato (Vid.: Komen. 

No. 375.)
P-157. Veni ざ iri (Vid.: Komen. No. 

246.)
p. 116-117. Semi—Pripenso (Vid.: Ko

mentario No.106.)
p・!89. Krias la infano. (Vid.: Komen. 

No. 387.)

p. 189-19〇, Admoni—averti—konsi i.(Vid.: 
Komen. No. 388.)

p. 219. De ざ For de, Postuli ざ De
mandi. (Vid.: Komen. No. 563.)

p. 215—216. Alegorio, enbavanta gravan 
veron. (Vid.: Komen. No. 534.)

B これも、表によって・わかるのでめろ 

がゝたこへ氐p. 208の表。(あつめる)の譯。

P« 95.表〇 Animo一Spirito—Menso・
P- 99. Kamparano ミ Kampulo. (Vid.: 

Komen. No. 59.)
p. 173. Honto—ot—ind一en<l. (Vid.:

Komen・ No・ 320.)
p-197. Okupo—Profesio一Metio — Ofico. 

(Vid.: Komen. No. 432.)
p.176. Honoro (Vid.: Komen. No. 331) 
〇 文法上の;®大なみ問題についての若察 

にび、敎へられみものが多い。

a) Radikuの文法的性質。

Vid.: p.14; p. 82, Komen. No. 29; p.
270—271, (34) (36);尙、參兴のため、語 

根に關したみtの駆ー二あげる。p.152— 
153, Komon. No. 232; p. 210—21り 

Komen. No. 50&
b) 他動詞ざ自動詞あ問Silo (Vid.： p.101 

—107, Komen. No. 71.)
Grosijean-Maupmの言■葉を引用い:後に、 

著者自らの总見ざして、『動詞む他動詞、自動 

詞にわけるのわ、その動詞门身のsignifoに 

よるので.その動詞が目的格もミろ言葉をつ 

ぎにでるかごうかでわない。』ご言はれてゐ 

ろ。(Vid.: p.106.)
P-1〇2の四角のなかに引用した例:

(1) Ni tranĉas panon.
(2) La tranĉilo tranĉas bone・

のうち.(2)(Ĥ、形式上は、目的格の語を 

おいてはゐないが、しかし 次のやうに(io 
tranĉebla) 4・加へたら、意味がはっきりLよ 

う过思ふ。

La tranĉilo tranĉas bone (ion traneeblan)・ 
次には、p. 174, Komen. No. 323 の例〇

(1) Kiu frapas, al tiu oni malfermas.
(2) Lin frapis teruro・
(3) Via fratino estas frapante belx

例(I)の二つの動詞"、いづれも.目的格 

をミって(Iゐない。しかし、(2)の如も目的 

格も持つ形式ミすべきものを•何かの都合 

で。省略1ヒ形式でめらうざ思ふ。(3)もや 

はり・省略した形式のものでわらう。

『打つ』さいふ働き(匚(M く •同斷)打た
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れろ£のも豫想せしめる。打つI,のに對し 

て、打たれるものがある。從って、動詞『打 

つ皐］、本來.他動詞の 咖"〇を持ってゐみ 

動詞でわちゃうに思はれる。 ・

次の如き場合——切る、切れる■切れ… 

…——(れぎう譯すべきであらう力'。

(1) 手な•切る。

(2) 操絲(めやつりいこ)が切れろ。

(3) 金の切れ目が綠のれ目。

(4) 凄い切れ味。切れ切れになった泥肉。 

尙・二の自働詞他動詞の問粗に關しては，

IG, IĜのsufiksoを採用してめる用意にっ 

いても.熟慮反省すべきものではあらう。 

(Vidu: p. 158; p. 269, (32))・ •'
C)最後にヽ合成語の問題。

語さ語ミの間に、AOEIも入れらtミにっ 

いては、(1)Klareco, (2) Bonsoneco, (3)そ 

のいづれしからか。ニれは、今の所、(エつき 

りしてゐないc (Vid.: p. S6—91,Komcn. No. 
37.)次の例をLって、一般の注总を促さう。

Festtago — Festo/tago一Festot/oga (Ago 
festota).

Ke/maĉi—Keni/aci. ♦
D以上の說明によって■大體本書の方法 

骼系が・凡そ了解できるであらうざ思ふ。著 

者 いf語學的硏究』さ言ってゐられるが 

(Vidu: p. 60)、それ在・やみに、惓緻な科學的 

力法ももってし了:。以下、若干の例について. 

二れが證期を求める芒しよう。

p. 214—215 Timiの後にくる從屬文中 

の・uミne・u・の問題c (Vid.: Komen. 
No. 530.) •

p.155—156.副詞の用法〇 (Vid.:Komen.
No. 241.) …

p. 163-1C4.道具をあらわす名詞ミ・il・ 
(Vid.: Komen. No. 274.)

p. 176-177. Plej ビ•冠詞。(Vid.： 
Komen・ No. 334.) ■* •

p.18〇.・os -ta ご・os -uta の比'較〇 (Vid.: 
Komen. No. 355.)

p.184一185. Va zaro—ujo argila, me
tala, ligna k.t.p.,....... (ヽ id.: Komen. No.
368.)

p. 200—fOl. Alie二Se ne. (Vid.: Ko- 
men. No. 444.)

p. 211—212. Lasu. (Vid.: Komon. No. 
512.) ゝ

尙.本書の特色ごしては.表によって、ー 

ロ瞭然たらしむち方法も取つ仁二さ。文献を 

ひみく渉獵し・公平に諸家の意見にさいて.

適當に手加滅してあちこさ。註釋には、通し 

番號を打つVあちニざ。

之沧要すみに、ひろい意味でのエス乂ラン 

h學さも言找るべき性質の硏究であち。待 

に、第四部に於て.この感が深い。

第四部(し二れ汇けでも.立派な單行本た 

るべき性貰の匕のであり、また.それだけの 

充內容を持ってゐるのである。

二、に、重耍むちしのさして.わげてあみ 

書册が!15!しかも、著:全部.眼を透 

してゐられるのであみ!二の事實だけでも. 

二の若い著者に對して.充分敬意ぶ表してよ 

いざ思ふ。奥に.世界的な着述にふさはい、 

ざいふのは、このssi二ちる。

篤學な若者の姿が・くっきりさ・ニゝに・ 

浮彫されてゐらも見て.コの病身で方った若 

者のために、ひそかに、涙するtの(I、ひミ 

讥わたくしのみではながらう。著者が・歌 

愛をもって、二の著作もお抹げになった由 

£まれ。わ7: くし著者のために、健康ざ 

幸福さむ祈ってやまない。

註(1)Vidu: Esperantologio； No.1.Aprilo 
193〇.

(IV )
索引について、數言を费して.ニの感想批 

評を終るざしょう〇

註釋暹要記事索引厲.本書の鍵でわる二さ 

は・碎かであらが.分類法に特色あちニミを 

注意しよう。(1)語根。(II)語法。(III)語 

義。に三大別しておる。

ニゝで、LしJ希望を述べるコざが・許さ 

れるならば、この書の價値は、測るべからざ 

ちものがあらう。さ言江う。ニれは•附錄に 

ついてし、氏斷であち。和版の口に・それ显 

完成されちニ5、希望してやまない。 ・ 

恐らく・ニの著作は.二の若い著者に・新 

しい道な拓くであらう。さうして•匹に・人 

名地名をも含むミこみの、辭書の作成に導い 

てゆくであらう。そこカ、X S<5mantiqueざ 

Etvinologieこの新分野が・エスペラント音 

話みの領域に、開拓ぜられるに至るでわらう。 

二の苦作は、それも前ぶれすらものが幻み。 

わたくし少くざも、わ了: くしだり(匚劃 

期的な一大著述おるな信じ、ニれな江湖に推 

稱すら所以は、二の著作が・わがエスペラン 

卜［嚼の革新の機綠ごなるべきものを•豐富に・ 

含み持ってゐちからでめみ。
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(V )

この紹介ね終らに臨み.最後に.希望して 

やまないもの(いこの著作のエスペラント版 

のこさでめち。その新裝改版して、Origiimb 
▼erko i Lて世に顯れろ日.著者の感想を裏 

書すみものさなるでめらう。一『小坂氏の名 

がでてないが……日本の書物冃錄わ結局日本 

人がやらなければ完全なLのわできないでめ 

ろう。』(Vidu: p. 603—307)—さう Lて、 

その時こそ、正しい意味での惟界的の文献ミ 

して.眞にひろくエスペラソト國け、寄與す 

るものミ社もでめらう。

—優れたるものに場所ん!

今二そ.わたくしは、喜びを｛って.この 

言葉が言へちこ过あ衷心感謝しよう。

(大阪!1-12, 8,1930.)

Shigeo Narita

AL LA NOVA VOJO
OJcaze de la .festtago de Zamenhof 

Tokioj la 14an de decembro 1926.

For, forflugu； malhelaj noktoj senfine
Ni marŝadu al steloj verdaj obstine -.
Por forigi la mondon sangoi>verŝantan
Kaj venigi la landon pacon-amantan•

Bataloj post bataloj, ho ve frataro 
Bneadoj kaj buĉadoj dum la miljaro 
Suferis, suferadis ĝis la finfino 
JSIalbena； malbena tfi sub la destino.

Martiro, martirado, en la mil preĝoj 
Sopiris, sopiradis al la belsonĝ j, 
Finfine, finiĝonta estu turmento: 
Tag:ĝas, tagiĝonta nun la novtempo.

Ho, estonto, estonto! estu benata,
Ilo, naskonto, naskonto! estu laŭdata: : ノ , し :.

Jam anoncas aŭroro ĝojan la tempon
Jen promesas plenplene bellan printempon-

Sub la kruco estinta preĝu frataro
• Sub Ia krono estonta kantu homaro ,
Kaj embraku tutkore unu Palian

• - •

Kuj postkuru kuraĝe vojon la nian. マ

1
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エスペラン 卜初等講座

La Rozo 薔 薇

Iam。vivis maljuna virinoj kiu 或時(iam)二人の子供を(du infanojn)持

havis du infanojn.9 La pli juna 

el ili")devis ĉiutage5^ iri en la 

arbaron/^ por kolekti lignon.7^ Iu

tage8^ ĝi estis irinta^ tre malprok

si meu. Jen venis al ĝi alia infano, 

malgranda, sed ne malforta. Tiu 

ĉi10 diligente helpis al ĝi kolekti10 

lignon kaj ankaŭ portis la kolek

titan1^ ĝis ant&ii la domo・ Sed 

tie⑹ en unu mometo⑷la fremda/。 

った(havis)處の(kiu)お谜さん(maVjuna 

virino)が住んで居りまU:〇 (vivis)彼等(二 

人の子供)の中の(el)若い方(la pli juna) 

は每日(ĉiu^ag^)薪を(lignon)集力に(ko

lekti) 森の中へ(en la arbaron)行かU ITTI 

りませんでい:c或日のこさ(iutage)其于 

供(ĝi) “犬變遠 く 迄("e mal^prokBini^n)來 

てしまひまい:。(estis ifinfa)するこ(jen) 

其子の處へ(a!巨)他の(alia)子供がやって 

參りましたc (venis)それは小さい(maF・ 

granda)けれビも(sed)弱々しくかい(m
helpinto10 malaperis・ malforta)のです。

〔註:)1)iam或蒔,これは過去のみなら 

ず，未來についても用ひられる。例:i) hm 
estis reĝino.(過去)ii) Iam mi vizitos vin. 
(未來)

2) maPjuna viドiuo 年をさつ Ĵ:女。maljun,- 
uFinoミ同義〇

3) infanoは中性名詞であらから,これも 

代名詞で受けろ場合にけĝiな用ふちのが穩 

當でわ“併乍infinoが男でめみか,女で 

おろかが列ってゐる場台にU, li或はSiむ 

以って受けても差支ない。本文では全部ĝi 
で受けてゐる。

4) ili〜du infanoj

5) &u'tag'e ~ en ĉiu tago 〜ĉiun tagon.

C) en la arbaron arbaroの目的格は移動の 

为向も示す。

7) 胞"。は材木の歳でわるが，1ゝでは, 

薪(hejtaĵo)の二さむ云ってゐZ tのであら 

う。

8) iu'tage 〜iun tagon 或日 〇

9) estis irinta來てしまってゐ化。此過去 

宪了の形找「子供が氣付いて見るざいつの間 

にか森の深くに入り込んでゐア:」樣于をよ＜ 

現任してゐる。

10) tiu ĉ!〜tiu ĉi infanoミは子供花助 

けに出て來たもう一人の子供。tia ĉiは又 

tiu (alia)ミ相對して前者後者の,後者の意昧 

にもさられる 〇 Estas rozo kaj dalio； tiu を 

estas ruĝa, sed tiu estas blanka.

11) kolektiは文法上helpisにかヽる〇卽 

ち「薪な集めみ手助けかした」U。

12) kolektitan lignonを補へば完全なもの 

になみが，同一文中に炭度1使ふさ文が何き 

於くだらけて來ろから，わざ过省略したので 

おみ。bは抢ひ集めたその薪の議。

13) tie ~ antaŭ la domo.
14) en unu momento 一瞬間に於て，瞬く 

間に〇

15) fremda見識らぬ，一面議もみい。例:
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La iufano rakontis ĉion al 

sia patrino; sed ŝi ne volis kredi- 

Tiamla infano montris al ŝi 

rozburĝonon kaj diris: " Tiun ĉi 

burĝonon donis al mi la bela infano 

dirante, ke ĝi revenos, kiam la 

bu rĝono estos ckflor i nta •"め Ln 

patrino prenis la rozon kaj starigis 

ĝin en glason kun akvot—Iumatene 

la infano tute ne venis el la lito. 

La patrino iris, por ヾenigi网 ĝin一 

jen ŝi trovis ĝin mortinta/0 kuŝanta 

kun vizaĝo tute ĉarma. Kaj la
■

burĝono estis ekflorinta en la sama 

mntmo.

Mi estas fremdulo en tiu ĉi urbo・此町は不 

案內だ。

16) helpanto 〜tiu, kiu helpis.助けて吳 

れおものc普通「助力者」(I helpantoさ譯 

せばよいのでめるが,:、では,helpiの動作 

はもう終った後のここでわらから，helpinto 
ミIたのである。

17) ĉion ĉi此總てのこさもĈio ĉi,はĉio 
ĉi tioミ共にザメンホフのlegaĵoの中に散 

見する。

士)tiam :、のtiam□母親がこうしても

此子供(tiu ĉi)は一生懸命に(diligente)も 

う一人の于供(gi)の手助け，八て(helpis) 

薪を集めました。そしてX(kaj ankaŭ)その 

集めたものを(la kolektitan)子供の家(la 

domo)の前(antaŭ)迄(ĝis)運んで吳れまし 

Ĵ: 〇 (portis) Lかしながら(sed)そこまで來 

みこ(tie一其處で)其見識らぬ(la fremda) 

手助け(helpinto) は瞬ミ間に(en unu mo

mento) 消丸てこまひましt;〇 (malaperis)子 

供は一部始終(ĉion ĉi)を母親に(al sia 

patrino) [Z話 l ま t T: 〇 (rakontis)而し母親. 

⑨)任信にようきはしませんでし〇 (ne 

volis kredi)其時(tiam)子供は母親,に薇の 

雷(roz-burĝono)な見せて(montris)言ひ 土 

tr:〇「二の蕾をその美iい子供が私に吳れ 

たのよ,二の锻の花が咲く頃(kiam la 

burĝono estos ekflorinta)叉歸って來ちって 

莒ひ乍ら〇 (dirante, ke ĝi revenos)J 母親(エ 

其薔薇も取って,それも水の入ったコソナの 

中にさ I ました〇 (starigis ĝin en glason kun 

akvo)

或朝子供はごうしても(tute ne)床の中が 

ら(cl la lito)出て來ませんでした。母親は 

子供を伴れに(por vebigi ĝin)行きま い二。 

すらさGea)子供“本當に可愛いト顔なして 

(kun vizaĝo tute ĉarma)ねながら(kuŝanta) 

死んでゐたのです〇 (ŝi trovis ĝin mortinta一 

母觀は子供が死んでゐるのを見た)そして蕾 

は其同じ朝(en la sami mateno)花を咲かせ 

て居りました。(estis ekflorinta)
・•■■■■■■■■■■■：■■■ ■ ■ ■ ■ ■■■ ■ ■ • ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■・・・■ ■ ■ ■■■M

□分の言ふ事を信じて吳れないので,「そこ 

て」さ云ふ位な慮味でよいざ思ふC

19) esios ek'flor'inf8 咲八てしまってゐち 

であらう。(未來完了の形)

20) venig!來させる,伴れて來る。

21) ŝi trovis ĝin mortinta 彼女はそれが 

(子供が)死んでゐるのを見7:。
La patrino trovis la infanon mortinta. 

(死んでゐろのな見た) 

La patrino trovis la infanon mortinton.
(死んでゐる子供な見了:)

比 
較
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間投詞の研究

(n )
小坂狷二

[お斷り]第一回を正月號に書いおまゝ病 

氣の了:め永らく休載.おぶなく遺稿になり 

か、り去したが、幸ひにし弟二回を緻け得 

られる二ざになりました。

擬聲 動物のな扌聲や自然の音なごを表(エ 

す語も文法上の分類て・仁間投詞の部類に入れ 

て然るべきであみう。然し此壽の聲や・音は 

人によりヽ人種によって耳に異ってひ丫くの 

仁止むを得ない。犬は日本人はワン过なくさ 

思ふが.支那で㈡『猪々』であ幼・西洋人に 

(J vaŭ过ひ¢く。Esp.文獻中に於ても書く 

人によって一定せぬの(I當然である。Ander
sen の Fabeloj 中 Knabineto kun Alumetoj 
のマッチを摺ろ音を Zamenhof博士はris! 
さ 書いて居 られるが、Sl<cel・Gi6rling氏の 

Fabeloj de Andersen (IBE 叢書)に(二 rilŝ! 
过書いてゐる。

なほ嘗て本誌第六年第五、六號に『ワンざ 

ニャン』なろ題下に擬聲・就中日本語の擬聲 

の譯し方に就て多くの例を擧げて述べた二ざ 

がわる。玆にはザメンホフの槪聲の實例を攀 

& アる。

Pwm !la granda Niko falis en la riveron 
kaj tuj flugis al la fundo. (Fab.)ドブンミ 

大ニコ(工川へ落ちみちみち川底へふっさん 

で行まました。

Ni buboj, konkure penadis transsalti ĝin 
[la foson]…Pum! vi jam kuŝis. (La I<a- 
bistcj, 19),吾々男の兒だち(I一生懸命に 

溝の飛びつくらもやったつけ… ボン芒さ 

んだご思ったらもうお前はそこに轉:ってゐ 

了:。 ••

I a cikonio glitis malsupren laŭ la velo 
kaj bum ! ĝi troviĝis sur la ferdeko (Fabe
loj. 11,6)・魁任帆にそって轉落して來た. 

ドシン!甲板の上に落ちてゐた。

La ŝipoj preterveturadis kuj salutadis: 
9,Bum ! Bum !li (Fabeloj, li,112). 船は 

すれ違って(工禱砲も打った:ズドンフ:ドン。

La majsliaraboj murmuris fJ)umy bum !a 
(rabdoj, II, 〇),黄金蟲がブンブンないて 

ゐ兀。

Tie jam estas oficisto por ia skribado, tia 
rato, tuj komencas per sia plumo ,"•••ひ・・・" 

kaj skribas kaj skribas (Revizoro 45),そ 
ににmう書記が來てゐろ.鼠の樣む(: 

まめな)奴でしてŬ・すぐ乂ンをさってツ 

ルッル…書くわ書くわ。

„Riŝ !u kiel ĝi [=alum eto] eksplodis 
(Fab., K, 29).『パチッ』そのマッチがは 

ち・ける様は! .

El la interno de la [artcĥirita] birdo 
aŭdiĝis : 9)ŝŝŝup !a Io krevis: „5urrr !il 
(Fab. II, 29).その〔人造の〕鳥の內部で 

音がした:シュッシュッ! 何か肚ち・けて 

こわれた:シリリリ(せンマイが二われた 

音)。

„Frrrdiris la maljuna gnomo (Fab. 
II, 75).年-寄りの地の精任『アラ、、ツ』 

ミ云った(感嘆して辱をふちわせた音)。: 

”Put、pui! pufy pui !a Tio estis kokino, 
kiu eniris (Fnb・ II,131).『パタパタ』そ 

れは入って來た牝鷄でし了:(羽ばたきの 

音)。 ・. ■,

Ili trumpetis : ^Traitĉratra !tl (Fab,, li, 
144).彼等はラッパをならしましt：:タタ 

、、ター〇

n7a, ta, ta(( mi diras,阳kie vi prenis tian 
strangan lingvon" (Gimnazio, 67). 『ペチ 

ヤペチャペチヤだこ.何處でそんな變な言 

葉を仕入れて來やがったのだい』ミおれが 

云ふ〇 ・ , 【ハ断:

Kuj komenciĝis tra ra ra,laŭ „iliaa ma
nie:〇 (Gimnazio, 67)すあさあいつら流儀 

のペラペラペラが始まった。

La malgrandaj birdoj sidis supre en la 
kaŝtanarboj kaj pepadis: ”局血％ kvivit ・'" 
(Fab., I, 36).小鳥が栗の木の上でビョビ 

ヨ过!@ってゐた。

Fine krevis unu ovo post la alia. ”厂S, 

plp /u (Fab. II, 34).こうごう卵よーつー 

っわれて行3 まし 7・二 ビョビヨ。

vPipf pip !li diris subite malgrunda niuso- 
(Fabeloj II, 4G)・ 小鼠が不意にチウチウ 

さない了:。 •二・

„ Kŭaks^ kŭaks) brekekekeki !li estis ĉiox 
kion li [la filo de bufo] povis diri (Fab., Ir 
25).力・アカ♦アカ・ア、ひき蛙の子の云へみ 

音葉はこれ厂けなのでし了:。
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Subite la arbaraj kolomboj diris: „ Kurre9 
kurtĉ !a (Fab. II, 65).急に野旭はホロホ 

ロさない了:。

La strataj buboj kantadis ［lau la arte
farita najtingalo : ^cicici ! fdukluklu !a ( ab. 
II, 29).町の子供達L〔人造ナイチンがー 

ロ(衣鶯)の眞似もして3歌ってゐむ：チッ 

チッチッ.ケキョケキョ。

nJes, kompreneble li estas malsaga!" 
diris la meleagro kaj kriis，的・glu・g'汕 
(Fab. II, 6).『さうさ無論かいっは馬鹿な 
のさ』ミ七：ffi鳥は云って『アクグリグウ』芒 

叫んだ。 .

Kaj la kokinoj klukis, kaj la anasoj 
kriis :,、q'k・g叭 gik・gak比(Fab. II, 6).牝 
鶴戊コッコミなき、家鴨じ『ガアがア』さ 

叫びました。

Sur la barilo staris korvo kaj pro mal- 
varmo kriadis: ^Aŭ, aŭ!" (Feb. II, 40). 
かき门の上に烏がさまってゐて寒いのでな 

いてゐた:カアカア。

Nu ĝi (korniko) diris: “Kra, kra (Fab. 
II, 61).烏の云ふ二ミには:カアカア。

Ĉiam la bubeto krios: ŭa! ua! ŭa! 
(ISヾizoro 87).邙中赤ちゃんはわめきます 
よワアワアワアって力。

„Rapt rap ! Bapidu, raがdu"' Si (anasino) 
diris (Fabeloj U, 34).トソトミ急いで急 

いで!ざ家鴨のお母さんが中しました。 

［注童］前記の例の大部分がFabelojから 

引用されてゐみのでしわかろ如く此の如孑擬 

音癡聲は小供の言・葉.お伽噺の言葉で・大人 

の文章にU.曹通用ひられむい二ざ勿論。

擬耆の動詞と竄聲 擬聲をそのまゝ動詞に 

活用すな、例へIX Biiaŭからmiaiiiね作み 

の逆も行って擬音的臥詞の語尾0ミっただけ 

で.又は其語根を少しく變化させて擬聲(間 

投詞)さして用ひみ二ミIある。丽段のPip! 
(X pepi ビ通じ、klukluklu は k uki の母33 
である。

S horloĝo diris: f)tik-ta/cu (Fabaloj, II, 
76).時計がチクチク云ってゐた。I動詞 

• tik-taki あリ］。・

nFcpu diris la paseroj (Fab. II, 12S),チ 

りさ雀が云ひました。［pepi］
Lu azenoj iris-^tin-tin-tin, ^ar ili portis 

sonorilojn (Dlia Libro, 31),月!馬が® く、 

チリンチリン、それは鈴がつけておらがら 

です［動詞tintiめり］。

t1Plaŭ !a s<i ensaltis en la akvon (Fab. II, 
35).ジャブリざ水中へ飛込ん^［動詞 

にplaŭdiわり］〇

vPiĵf 诃!" eksoni3 subite krakoj ［de

pafilo］ (Fab. II, 37).おンおンミ云ふ［诫 

砲の］音がい:働詞pafi］〇

Ili (ranoj) kantos „kvat kva !il „Fab., I, 
133).蛙たちは歌ひますよガアカ・アミ［動詞 

kvaki ］〇

^Mur-mur-mur !il Tiel ili (kolomboj) mur
muradis senĉese (Fab., II,128).ホロホロ 

ご鳩はi:龙ずないてゐた［動詞murmuri］〇

1fI)afiJcf dank, !u aŭ，，丽〇^, kra* !" ek
bruis ĉiuj mebloj (Fab. II,145).『アリザ 

トガト』芒か『力おガタ』ミか家具は皆音 

なたてまし？:〇

是仕面白い研究材料であ“ Kn>k'はわさ: 

ミ'がつけてあろ。是;］本辭の語尾も省烙し 

T:もの&助辭(間投詞)に假借い:ものたちこ 
さな持に明示したもの〇勿淪文法的の『說明』 

ミしては動詞kraViの語尾も略 いだ は云 

へない.矢張『名詞kraksoの語尾を略して 

先づ之neŭtrigiし•然り而して後に之も間 
投詞に用ひ了:もの』ざ云ふべ孑でめみう。 

Dank, (X家具が力'タンカ・タン"临つ化のは 
『めりがざう』の意味で鳴っす:のであみが.之 

もわざさ『音』を示す.卽ち間投詞扱ひさす 

るためdtmk'さしたのであら。序乍らdank* 
川は全部で助辭(前置詞)扱ひにするため語尾 

もざつてneŭtrigiしたのであらが、說明ざし 

て(X dimk'of d：mk'ミ云ふより池(!ない〇 

［參考］”Dai】ko al Dio!" ĝemis la anasido 
(Fab., II, 38). • •
なほHalf !又(I Halt!の間投詞假借に就 

て(1本誌昨年の第六號質疑應答脚で述べた。 

なほ一例:

„Tanien haだ!"li diris subite (Fab.. IIr
78).だがまてよ!

又前段の尺呵rup !も此の類に入り彳®み 

［*-rapid,］此等(I „n)ano en manou なビがこ 
のまゝで副詞扱ひにされるのざ同梯 忙坐い 

rantoのelasteco (英語も此の點自由だが)4* 
示すIので面白い。
擬聲の表厲し方に就ては前揭『ワンミニ》 

ン』で述べた故、玆には另博士からの三四 

の例を引くに止めろ。

La kato povosciis ĝibiĝi kaj spini (Fab., 
11,38).その猫は脊か丸め、喉％ゴロつか 

せる術を知ってゐ了:。

En knnaro zumis la kugletaĵo kaj krakis 
pafo post pafo (Fab., II, 38).散 彈・が匕 

ユー匕ユー、鐡砲がホ•ン・ソ〇

La arnuiĵoj kraktintis kaj la silkaj vestoj 
brue susuris! (Fab., II,145).鎧はカチャ 

リンざ音を立て.絹の衣物仁サラサラミ裳 

ずれの音がした。

［參考］鳴き聲:kluki, kokeriki, kvikis 
kvaki, grunti, boji, bleki (最も廣し),mio% 
ĉirpi, hu li, kveri, heni, graki, pepi.
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和文エス譯欄
（7月出題問JSIの解答）

1） 彼は欺されるやうな人間では 

ない。

答案 しi ne estas homo trompe- 
bla>

二の外に しi neniam trompiĝas. Li ne 
（estas tia homo, kia estiis trompata. Estas 
neeble, ke oni trompas lin.等がありま しT:〇 

欺されらやうなな直譯してしi ne estas kiel 
la trompiga homo.ざいふのがわりました〇 

それから trompatebla, trompitebla, trompi- 
ĝeblaさいふのがありまい:がeblなみ接尾 

語はそれ□身受動の意味でてからat, it,の 

やうに受動の分詞接尾語は用ひられまぜん。 

iĝは自動詞を示すもので自動の受身はあり 

ませんから i盘bla仕誤りでて。

trompatiミ書かれた方もおりましたが分詞 

接尾語を付けて動詞にするこざは未だ用ひら 

れませんesti trompataさすべきです〇

2） 人はバンのみにて生〈るもの 

にあらず。

答案 liomo ne vivas nur per 
pnno.

perの代りにdeも用ひた力が二三ありま 

した又proも用ひ元方もありましたが.pro 
panoで（壬パンな彳・んが爲に生きみざいふこ 

さになリます。その外に Nur pano ne estas 
provi zago por ni.

3） 馬鹿しかそんな事はしない。

答案 Nur malsaĝulo（j） faras 
tion.

Krom jnalsaĝulo neniu faras tion. Nur 
6enprudentulo fara^ tion.も よろしい〇

Neniu fiirus tion, escepte se li estus mal- 
fiaguloさいふのがありましかが長過ぎます。 

この問粗はnurを使って頂くのが目的でし 

おが過半數はnurな使はれまし了:。

4） 苦痛なければ老年は平安の時 

期である。

答案 Sen sufero la maljune（.・〇 

estas la tempo de trankvileco.

問題が少し難しかつ讥爲に期待してゐ'T:答 

案は得られませんでし了: 〇 Maljuneco sen
zorga estas epoko de ripozo・さい ふのがま）り 

ましたがepokoは或る事柄によって劃せら 

れる時です。文老年をmaljunaj jaroj或は 

ma junaj tagojさし兀方がめりますが、ニれ 

では年に老若の馬別がわらやうになります. 

二れはmaljunulaj jarojごすべきです〇 Mal
juneco, ne akompanata, suferon, estas tempo 
trankvila・ざいふのがめりまし讥が、文法上 

の誤がわります〇 suferonはde suferoざす 

べきで、若しakompananta suferonの積りな 

らば苦痛が老年に從ふのではな < て老年が苦 

痛に從ふさいふ意味になります。Homo sin 
troviĝus trankvila en sia maljunula tempo, se 
】i ne havus doloron.これは先づ troviĝus （1 
"emisでなければなりません。次文章が廻り 

くどい感があります。

5） 私はそれを信じないざいふわ 

けではないが。

答案 Mi ne diras, ke mi tion ne 
kredas.

この「…ないが」のがは大して意味のあ3 
Iので（Iありません。それで最後にsedな估 

けるのは誤ではないでぜうが不必要ざ思ひま 

す。Mi tion kredas, sed••-さし了:方が二三お 

りまし/Ĉ〇 Pri tio mi ne dubas, sed…さい 

ふのがありまし讥がne dubasでは少し强過 

さあミ思ひます。長い文章にはTamen mi 
ne estas tiel obstina ke mi tion tute ne kredas, 
がわります〇 Ke mi ne kredas tion estas ne 
fundo, sed.は「私がそれを信じない二ご任根 

據がない」ざいふ積りでせうが、それならば 

estas ne fundo で（工なく て ne havas bazon. 
ですべま でせう〇 Mi ne estas malkredebla 
ĝin.ミいふのかわりました がebl厲受動で 

てから私が他の人によって疑はれ彳まないざい 

ふ二ざになり又ĝin过目的格を用ふm 
も出來ません〇それでTio ne estas nekrede

bla al iniさせねばなりません。

6） 彼は殆んĥ疑ふ餘地がない。

答案 しi eetas preskaŭ ne suspek
tebla.
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問題の意味が曖昧であったかも知れません 

が.彼に嫌疑をかける餘地は殆んごないミい 

ふ積りでい:。之を彼は或事に對して疑を持 

ってゐないざ解された方がありましたが.當 

为の手落ちでした。二の問題の主耍EMI dubi 
过suspektiの使。わけです。dubi （Xそんな 

ここはま）ろまいこ疑ふ、suspektiはそうたこ 

疑ふ卽ち嫌疑をかけろ。故に二の場合は心. 

pektiも用ふべきです〇 しi bavas preskaŭ 
nenion suspektindan. Preskaŭ nenia suspekto 
restas ĉe li.もよみしい〇 Preskaŭ sendube 
ke Ii tion faris.では彼がやったに問違ひない 

さいふこさになり反對です。同様にLi estas 
en la plej suspektinda stato, ne povas ne dubi. 
でいふのがありましLi preskaŭ ne havas 
spacon dubatan.け餘地もそのま、直譯しt： 
のざ思はれます。

7） エスベラントは世界中に通ず 

る〇

答案 Esperanto esf as kom p re
nata tra la mondo.

Tra la mondo oni komprenas Esperanton- 
La tutmondo komprenas Esperanton. もよい 

でせう。その外に種々の答がありました。 

komunikiを用ひた人が可成り多くめりまし 

讥が、ニれた通ずる花直課し仁ものご思はれ 

ます。Esperanto pasas tra la mondo し同様〇 

原文を離れア:譯さしては Esperanto transflu
gas libere ĉiujn landlimojn en la mondo・ が 

めりました〇的な外れた譯任しa E peranton 
komprenas ĉiuj homoj, kiuj lernas ĝin en la 
mondo,又二れ仁Esp.に定冠詞を付けてゐ 

ますがEsp.は固有名詞ですから定冠を付し 

まぜん〇

8） 失禮ですが停車場へ行く道を 

お導ねしたいのですが。

答案 Permesu min demandi 
（sinjoro）, kiu vojo kondukas 
al la stacidom〇.

失禮て・すがに（エPermesu, pardonu, bon・ 
volu, mi petas等がありましt;〇その外にĈu 
vi estas tiom afabla kiom montri....... ざ し

讥方がありましたが、寧ろĈu vi havus afa- 
blecon montri....... 过し了こ方がよからうこ思

ひます。tiom aGbla kiom （1耳觸りがよくあ 

りません〇 ĉu vi povus diri al mi....... も叮

方です。

9）彼は死んだご君は確かに思っ 

てゐるのか。

答案 Cu vi estas certa pri lia 
morto ?

二やに對すみ答索は大體一致してゐまし 

T・〇 Cu vi kredas, ke li mortis ? Ĉu vi certe 
pensas, ko li mortis.この何れかでした。「彼 

が死ん仁の（文確だ」（X Ke li mortis eslas 
ceTte.ではな く て Mi estas certa pri tio, ke 
li mortis.です〇

10）彼奴はいはば犬みたいなもの 

だ。

答案 Por tiel diri li estas kvazaŭ 
linnd 〇.

いはヾ（エunuvorteざしむ方が四五人あり 

ましたが。例へて云へげ芒いふ程の意味です 

からpor tiel diriごした方がよろしい。ver
dire ざした方もめりましたが.いはT eは逮 

ひます〇 その外に しi, aĉulo, similas la mal
bona hundo, （alが脫けてゐち）Li estas 
kvazaŭ hunde simila homo・（hunde simila （I 
犬に似たさいふ二过にならない〇 hundsimila 
さすべき）〇 Li ja, por mallonge diri, meritas 
hundo, （por mallonge diri もいは（工に任な 

らない〇 hundo （I @的格hundonさする）〇

以上の十問題に對して最もよい成績を 

得られ7:方は南藤留美雄氏.次はIlat- 
tori-Tooru,南晶世氏、大橋介二郎・N. I. 
氏でし了:。應募者（I19名。

問 題直

（十月末H締切•十二月號發表）

1. 今口は大變赛くて池の水が凍つ'r。・

2. 彼は金を儲ける爲に妻をも欺いれ.

3. 何がそんなに悲しいのか。

4. 室の中任急にしんごした。

5. 彼は眞逆樣に飛下りた。

6・僕は喜ぶビニろか悲しみたい位だ。

7.秋も旣に半ば過ぎて冬が近付いた。

&お訪りして御迷惑ではありまんか。

仝 彼奴に僕を君ご取違へてゐろに相違ない 

!〇.俺がその犯人だざは誰が言ひやがったん 

た。 ・

11.何だって君は僕の邪甕をI度いんだい。. 

は何でもおるものを食べさして下さい。
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紹刊

★PLENA VORTARO, de E. Gropjean-Maupin, 
A. Esselin, S. & Grenkump-kornfield, G. 
Waringhicn, cm.14 X 20, p. 517, e d. senna- 
eleca Asocio Tutmonda, Paiizo, Francujo, 
193〇. :.

待ちに待った"Tのesp-esp大辭典だ。 

今まで普及されていたKabeの„ Vortaro de 
Espuの五六倍の駐ル持ち・且つその內容も 

ずっご充賓している。編者Gro^jean-maupin 
わesp.の語學的技術の最高權威たるEsp

eranta. Akademioの辭典咅丫長でわり他の人 

人わいづUも言語委員會Mo Komunlingva 
parto Mau pin 初め二人が擔當 し% Tekni
ka partoな》Grenkampが受持っている〇

本書の特長さすみ芒二ろわ・各單語を說明 

マZ引例習富む:ミ、sinonimoや類義の語 
に對すろ薇底的鮮明でちり、徒らに語數の豐 

富彪大を目標させず、實際的猖用さを日指し 

てでき得みかぎり、語に對すみ正確な把铿な 

與まみょうに努めた二ごでわろ。例丸ぱ、ig, 
ig等の實際的使用にあ化って最も注庶すべき 

語の說明にわそれぞれ3頁數百行を没してい 

みcこの點、praktika utilecoをH標ミした 

„plena vortaro*・の名にそむかない〇 —ざ逋 

りesp.の入閃を終之了:人の常に座右,備まる 

べきklarigantoさしてすべてのesp-isto ［二推 

獎さらべき價値わまさに10〇%かつぶりからc 

（近口着荷5 （«1・送料18錢 

★SESLINGVA VORTARETO DE MEDIKAMEN- 
TOJ LAU JAPANA FARMAKOPEO, Kompi】, de 
llerrnesa Bondeto. □本 桑局 法エス・ロ •羅• 

疆•英•佛•藥品名棄。10X18 cm. p.174.定 

價1.50曲、束京南江堂狡行・193〇. Prezo 
1.80 spesmiloj, Aĉetebla ĉe Japana Esperanto 
Instituto.
齧學界に於けらen）•運動の輝けろ先達た 

お!lerrnesa Rondetoの勞作〇 1〇沖 を初め六 

ケ國語で書かれた集名語彙で、ーク國語を知 

っていれば直ちに他の國語名な引き出す二さ 

ができて.非常に便利。乘學のみでなく、醫 

舉界全般に與龙る利益わ買に大きなtのでめ 

ろう。更に國際的にも.技術語辭典ごして充 

分貢献をなし得よう。附錄に元素名、化合物 

名ミesp •の文法が添龙ら□てめるのわ、氣が 

きいている。

1^1 verkon kolektive ellaboris „Herinesa 
Rondeto/4 farmaciista grupo en Tokio. Ciuj 
vortoj en farmacio estas entenataj en esp., 
japana, latina, germana, angla kaj franca

介（RECENZO）
大島義夫;

lingvoj. Cetere la vortareto estas aranĝata 
por ke ĝin povu plene utiligi tiu, kiu scipovas 
unu lingvon el la suprecititaj, tial ĉiu farma
ciisto el ĉiuj landoj akiras grandan utilon per 
la verko.

Ankaŭ por difinoj de teknikaj vortoj, la 
vortaro metis fundamentan materialon en Ia 
koncerna a fero. Vere, la verko havas inter
nacian signifon.
-^OFICIALA JARLIBRO DE LA ESPERANTO- 
MO VAI）0，1930・11X16 cm p. 4J6. eid. Uni- 
versala Esp-Ascc：o, Genĉve, Svisujo,193〇.

UEAの轩鑑1930年度版。初めに詳い、 

esp.運動の記錄的事項を揭げ、後わ各國de
legito のadresoこその土地の紹介〇 EATの 

年鑑ざわ異って各會員のadresoを擧げてむ 

い。旅行者にわ便利。會仪5スイス•フラン 

（約2圆5〇錢）

冷爲愈下而造匪蜡 世界注譯常二編・愛羅先 

珂著、胡愈之譯. cm, 11X15,p. 29•毅有禮著、

EroŝenkoのTuro por faliの對譯、中風の 

ecp.運動の次第に進展して行く事實のよい道 

標。 絲明書琮發行。上海.193〇.

★邇產 世界康譯小叢書第三編、同上出版。 

索非漢譯。cm. llXlo, p. 25.
Julio BaghyのHeredaĵoのエス漠拎譯。 

長THE 'VORKERS' ESPERANTO MONEMENT de 
E. Lanti, trad. el esp. de II. Stay・ 14x21 
cm. p. 29. eid. N. C. L. C. Publishing Socie切 

London.193〇,

イギリスの勞働組合運動の敎育機關たち勞 

働學校全國協議會から出版された"皿の 

^Laborista Espismo"の英譯〇譯者わイキリ 

スのSAT運胁の指禅者。イギリスの勞働大 

衆の中龙入って行く esp・の一炬火。

【新刊書】
女グラシャ 藤澤古雪作 價2J錢•稅2踐 

五三の桐地に落ち三つ'葵之に优らんこ 

して惹起された戰亂過中の一悲劇.薄命の 

佳人細川忠興の妻グラシャは斯く惜しくも 

散った。

吹日本民族の起原時技誠之著

實段10錢・稅2殘

0本民族は朝鲜系の女性ご南洋系の男チ 
ざの雜婚によって由來したもの芒說く論文 

加ふるにラムステッド博土の註解付。日本 

民族の歷史に興昧ふ持たち、方は先づそ? 

根源を極め"ばならない。本書“その問粗 

な氷解さす好參考資料である。
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自轉車旅行記(2)
VOJAĜAJ IMPRESOJ. ⑴

佛人 ペレノレ手記

Bli ne celas ĉi tie» skribi felietonon- Sekve mi koncize kaj rapide nur skizas miajn im・ 
presojn 】如 tiu ordo :l-e pri socia ĝenerala vivo, 2-e pri turismaj vidindaĵoj, 3-e pri 
movado.

En Franca Alzaco, nii rimarkis, ke la parolita lingvo estas ĉefe, loka idiomo. Gendar* 
moj, svarmis tiam en 1928 tra F lando. Kiel en tuta Francujo ĝenerale^ vivkondicoj estas la 
plej malkaraj, kiujn mi vidis ĝis nun.

Vizitinda estas Alzaco, pro la diverseco de ĝia klimat-kulturado, kaj lokaj naturaj pcj* 
zaĝoj< .

Bedaŭrinde tinm rni ne sukcesis kapti (trafi cspj. Germanujo estas 
lando, kiu ĝenerale plej plaĉis al mi, dank? al ĝia kulturaj ecoj, karakteri
zitaj per pureco, disciplinita ordo, zorgeco. Bedaŭrinde mi renkontis kaj 
vidis tro mult3 da S3nlaborulc)j. Homoj amas? migras de urbo al urboj 
(precipa ajunuloj) pro seulaboreco> Solidareco proleta estas tre bone organi- 
zitaj. Vaguloj ricevas ĉiam senpagan loĝejon, nutrajon k. t・ p. pere de 
loka labororganizo, se li estas mem organizita.

Ilaborista inovado imponas pli ol en Franciijo. Kvankam vivkostoj 
senteme estas pli multkostaj ol en Francujo, mi kredas ke ĝenerale tiom 
materiale kiel morale oni pli bone vivas.

Milite oni konstruas domojn por laboristoj. Ĝenerale estas la labor- 
organizoj mem kiuj zorgas tion fari. Sporto estas tre disvastigita, precipe 
la naturalturista movado laborista.

l^aralele kun partiaj aŭ sindikataj movadoj, tiu naturamika funkcias. Oni tre zorgas vivon
ĉe plenaero, precipe por la infan aĝaj homoj ・ しa germanaj urboj, estiis juveloj de pureco, kaj 
bonordo, Germano, ankaŭ por turismo estas vizitinda. Kiel memoro mi citis nur, la nigra 
arbaro — kun Stuttgard — Svisa sivksujo —

Germanujo posedas bonegan vojretaron bicikleblan- Germana popolo ĝenerale bone ak
ceptis min.— ĉiuj kaj ĉie. Mi tute ne eksentis tiun nkontraŭ franco11 spiriton, krom ĉe 
franca-germana landlimo. Ni opinias kc germana popolo sin pli bone vestas, nutras aŭ loĝas 
kuj precipe pli higiene, ol ajna alia eŭropa popolo kiun mi vizitis. En Germanujo ĉio aspek
tas kiel nova.

旅行印象記(1) 
ISI 

felietono批評欄 

koncize簡明に 

Ioka idiomo 地方首 

ĝendarmo 憲兵 

svarmi群がろ 

^ivkondiĉo生活情況

karakterizita 特徴あら 

disciplinita ordo 規律正 

い、秩序 

solMareco 團結「織 

labororganizo 勞動組 

imponi感服さす 

vivkosto生活費 

materiale物質的に

morale精神的に 

naturalturista 自然的没

遊者の 

sindikato企業祖合 

vojretaro道路網 

kontraŭ franco spirito
反佛の精神 

manifestacio 宜言

«nutrita榮養不良な 

diktatoro非常執故官・ 

citado煽動「國防禦 

hejmlanda defendo 为艮 

komike滑稽にも 

bataliono歩兵大隊 

nacia movado 國民運 

moro 風習 しSŬ



Esperan t® inovado estas treege multe disvatigita ・ En ĉiuj urbcĵ aŭ 
turistaj urbetoj oni kapablas t rovi es[)erantistqjii.

La samon mi povas rakonti pri Aŭstrujo kaj Hungarujo, kiel pri Ger- 
mannjo. En Vienne tamen okulfrape oni vidas ĉie atingojn de socilaboro. 
Jen grandaj domoj por laboristoj, jen infanĝardeno, akvujo kie ili povas 
sin bani akve kaj sune.

En Germanujo kaj Aŭstrujo^ ĝenerale libereco ĉe popolo estas sufiĉe 
granda kompare kun ITungarujo. Tie oni rajtas kunveni kaj organizi 
n)anifestaciojn・ En Hungarujo, precipe en provinco, jam tio ne pin estas 
eble. En Buda|)est, mi rimarkis belegajn laboristajn palacojn, iliaj kluboj.
Apud tio, grandan vicon da scnlalx)ruloj mi riinarkis> Por la unua f<)jo 
ankaŭ nii rimarkis grandan kvanton da virina kaj infana laborfortz), en Ia 
pezaj-?-kaj laboroj・ Kaj apud tio estas multe cla vivo) fortaj kvankam 
finu tritaj kiuj senlaboradas, nenion ricevante kiel monhelpo de V ŝtato kiel 
en Aŭstrujo； Germanujo, Francujo. En provinco la blanka diktatoro estas 
tia; ko eĉ esperanton aŭ malpermesas instrui； eĉ en neŭtralaj rondoj・ Apud 
tio； granda agitado estas farata por hejmlanda(lefend〇・ Komike； en Hun- 
garujo, mi rimarkis apud landlimoj j u liniaj n batalionojn kun lignaj pafiloj. 
Ĉu tamen oni timas eĉ al ili konfidi pafarmilojn ?

Ĉeĥoslovakujo estas jam pli aparta lando. Nacia movado floras ankaŭ tie. Oni instruas 

malami Germanujon precipe. Moroj estas jam slavaj precipe en Galicio. Pli ol ajna alia lando^ 
dankĵ al ĝia geografia situo, Ĉeĥoslovakujo gardis kaj konservas siajn naciajn morojn. Eri 
Karpata regiono, ĉiuj vilaĝoj havas sian propran vestmanieron> Plej ofte virinoj estas vesti
taj per grandaj pantalonoj kiel Franca zuavo kie3 koloro estas tre videblaj, ruĝaj, bluaj k.t p. 
Multe oni ankoraŭ trinkas brandon.

Virino pkj ofte kiel en malnova Kuŝujo, estas konsiderita kiel akcesoraĵo, servistino. Tie 
en Galicio oni renkontas strangan popolon. Estas la judoj.

Kun iliaj longaj haroj, komikaj vestoj tiu popolo estas fanatike religia. Mi traveturis 
dum iliaj preĝfestoj, kaj rimarkis kiel strange sed vere ili tute ne enmiksiĝos unuj Ia alioj iu 
Kiam unuj religie festas la aliaj ilin mokas, koj reciproke. Je turista vidpunkto, tiu Galicio 
estas rekomendinda pro la cititaj kaŭzoj. Des pli ke lando prezentas belajn ni on tejn, riĉajn 
kun fruktoj kaj legomaj valoj. Popolo estas gastama kvavkam dividita kaj malklera. Jam 
pureco, zorgeco, ordeco, kiuj karakterizas Germanan kulturon, malaperis, ni alvenis en slavan 
zonon. Leĝoj estas sufiĉe liberdonaj. Se laborista movado ke tiom prosperas kiel en la aliaj 
landoj, ankaŭ la fosista ne tiom videbligas.

Polaj regionoj, kiujn mi vizitis, prezenfais la samajn trajtojn kiel la

slavaスラブ人式 

geografia situo 地勢 

Karpata regiono カル

ノヾチャ連山地方 

vestmaniero 月良裝 

pantalonoズおン 「兵 

zuavoアルセリアの歩 

akcesoraĵo 附聡物

judojユ^rヤ人 

fanatike熱狂的に 

preĝfesto祐祥祭 

enmiksiĝi混淆す 

rekomendinda 推獎に 

des pli益々L價する 

gastama接待好の 

faŝistaファシスト的

videbligi認め得ろ 

trajto特色 

kici la citita ĉi supre
上記の如く

okulfrape注目の的ミ 

なみほヾ

bojkoti同盟絕交す 

malpermesi 禁すち

kolektado 集合 

metamorfozo 激變 

planedo 惑星 

revolucio 革命 

enradikigita 確立させ 

fiago惡行爲Lられむ 

kapitalisf Imperialisto 
資本家帝國主義者
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citita ĉi supre en Ceĥoslovakujo. Diferenco ĉe tie estas； ke ĉia laborista 
movado estas tute malpermesita. Popolo jani pli malbone vivas okulfrape 
ol en Germanujo. Laboristaj aŭ esperantaj organizoj estas ĉiel bojkotataj.

Tamen ordo ekzistas en tio, ke dimanĉe ĉio estas fermita. Sur ĉiuj publikaj lokoj staras 
soldatoj aŭ policistoj kun arniilcj・ Kolektado sur strato estas malpermesita.

Multon oni skribas, pensas, eraras, mensogas pri Sovetujo. Fakte ĉi tie okaz:is unu el la 
plej mirinda metamorfozo, kiu iam ajn okazis sendube sur nia planedo. Ni agu laŭ ordo.

Ri】S" revolucio, naskiĝinta el terurego), de V homoj frenezaj, kies kaŭzoj, 
estis esence enradikigitaj, en la fiagoj de F kapitalist-imperialista eksrcĝimo, 
rusa revolucio； mi (liras, ĉiutage daŭras. La mai faciloj renkontitaj de 
tiuj pojx)]qj, kiuj sin liberigas, estas nemezureblaj・ Ili estas politikaj, 
moralaj, fizikaj. De unu flanko post venko dum civila milito, de la ruĝa 
armeo, la Lindo sin troヾas ĉirkaŭita de malamikaro, kiu ĝin nepenetreble 
blokas.

Krediton oni rifuzas al nova respubliko. Malamon oni disvastigas kontraŭ ĝi. Minacon 
militan kaj ekonomian oni starigas konstante, plifortigitan krome de kalumnioj mensogaj, ktp.

Interne! Interne rusa revolucio renkontis 2 ĉefajn barojn: JSIalkleron de F amaso, 
fiagojn de kontraŭularo.

Fizike la lando prczeutas gigantegan teran blokon. Por fremdulo okci- 
denta〉tiu landego prezentas kici giganta duonsovaĝejo. Vojoj ŝoseaj fores- 
tns. Industrio estis nula- Balais revolucio metiismon aŭ manfiibrikadon 
kies restajojn oni renkontas ĉie ankoraŭ.

Maturaj riĉaĵoj de tiu landego estas nemezureblaj• Eksreĝiruo ilin 
ignoris ial. Civiliza grado en la kamparoj, pro malklereco de P amaso 
unuflanke, pro izoleco due, estis ĝis nun primitiva.

Rusaj kamparanoj (cc ankoraŭ unuopuloj) ne havas liton por si spite 
la teruraj rigorecoj kontinentaj de la klinĵato ( — 50° ĝis + 50°), por labora 
kaj mastruma brutaro, oni ne konstruas logejon (stablon). Rusa kamparano 
ankoraŭ plugas per ligna plugilo k. t・ p. Kaj ĉion tion ĉi kamparano 
faras nur pro malklereco.

En industrio ĝis nun kiel mi diris supre, oni manfaris preskaŭ ĉion, kaj eĉ ankoraŭ oni 
provizore daŭrigas, k. t. p. k. t p.

Kaj tia estis la situacio, kiun trovis la juna revolucio. Se ini aldonas incidojn de inter
naj kontraŭloj, kiuj enfiltrigis ĉien. Vi havas proksimuman bildon de la situacio.

civila milito 內亂 

ruĝa armeo 赤軍 

malamikaro 敵軍 

nepenetreble 侵し得Q 

bloki遮斷す Lほご 

disvastigi普及さす 

minaco milita kaj eko
nomia 戰爭さ經濟的

の脅或

kalumnio 誣告 

kontraŭ-ul-aro 反對者 

gigantega彪大なL連 

sovaĝejo 荒野 

vojo ŝosea 車道 

manfabrikado 手仕事 

ignori無視す

civiliza grado 敎化の程 provizore 一時的に

度 situacio 情況

malklereco de V amaso incido 投射

群集の無敎育

izoleco 孤立

rigor8苛酷な 

mastruma brutaro 家畜

plugi 鋤 く

enfiltriĝi熔過すろ 

prokoimuma 大約の 

eksreĝimo舊政體
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通俗科學欄 Scienca Parolejo
時枝氏論文 

の反證 
藤原淸人 

unu sistemo de r 
imperiestra fami
lio poreterna 离 

世一系。 

sendisdplina popo- 
Io烏合の衆〇 

tropika moro 熟帶 

的風習。

一frajto熱帶的持 

色。

restitaj kutimoj #遺 

風。

Japana Marfluo 黑 

•潮。

trado貿易風。 

forkonduki 遵かれ 

み。

ne Ĉiam povi 常に 

•••ざ（二ま）り得な 

いC
surteriĝi _t 陸すみ。 

nutrajoj飮食物。 

sidhava loko 定住 

の地。

forlasi 見限“ 

konkiri征服すみ。 

eĉ se…よLや••

ミ1〇

inklino 傾向〇 

tropika ŝajno 熱帶 

的色彩。

Peruko 鬟（萨）。 

likopodioひかげの 

かづら（植）。

Unime鈿女。 

spiritisiino 降神家 

1仙do岩屋戶〇 

Oohirume大日靈。 

patriarko 族長。 

malakordo 不和〇 

Susa須佐。 

laŭrkrono 月桂冠。 

ligita tuko ĉirkaŭ 
la kapo 鉢卷〇

KONTRAŬA PRUVO

Al la traktato de S-ro Tokieda, 
rilate al la Deveno de Japanoj.

de K・ Fuĵiŭara.
1.Ĉu la grandan fundamenton de la nacieco de 

Japanujo kun „unn sistemo de 1'Imperiestra familio 
poreterna/f fondis sendisciplina popolo; sovaĝuloj cl 
sudmaraj insuloj, duope aŭ triope alvenintaj al nia 
arkipelago ? Kaj ĉu la sovaĝuloj povis kaŭzi la bravan 
kaj fortikan naciismon ? La traktato estas kompatinda 
malkompreno. Sed； ofte oni povas vidi la tropikajn 
moron aŭ manieron kaj trajtojn en la insulego „Kiuŝu/c 
temon, tiuj Jaktoj estas restitaj kutimoj de tiuj, kiuj 
hazardis atingi tien cl t ropi kaj insularoj pere de J apana 
Marfluo aŭ la trado kun etaj boatoj, kaj tie kreskintaj.
2.lastas nature, ke plantoj aŭ semoj esti forkonduka

taj al nesupozeblaj lokoj for de iii loko, pere de marfluoj 
aŭ ventoj, kaj tie, kie ili atingis, ili ĝermas kaj kreskas. 
Sed homoj en antikveco ne ĉiam povis sekvi saman vojon 
daŭriganto sian longan vojaĝon・ Kaj estas supozeble, ke 
ili surteriĝis sur insuloj por ripozi aŭ preni nutrajojn 
survoje al nia arkipelago, kaj tie iuj el ili trovis sid- 
havan lokon jam forlasinte la danĝeran vojaĝon, tial tiuj 
estis malmulte, kiuj alvenis al nia arkipelago・ Kaj 
supozu, en ili havis potencon konkiri la loĝantojn en la 
insulego, ee se ili t el ice antigis tien.

3・ 01ii havas inklinon tuj kredi, ke la origino de
niaj prapatr()j devenis el la sudmaraj insuloj, se ekzistus 
tropika ŝajno en nia arkipelago. Kaj ankaŭ oni dubas, 
ke eu la peruko pratempa ne devenis de la kutimo tro 
pika/ sed ŝajnas al mi, ke la peruko per likopodio, (kiun 
uzis ,,Uzumen spiritistino, antaŭ ,,Iŭajadou en kiu „Oo- 
hirumeG—la patriarkiiio de la gento—kaŝiĝis pro mal
akordo kun ,,Susaa—reĝo de Susa) tre multe analogas al 
la laŭrkrono ue Olimpio. Kaj ligita tuko ĉirkaŭ la kapo
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estis la kutimo en Babilono kaj Asirio. Kaj en nia lando 
ankaŭ oni povas vidi tian kutimon. Kion ĝi signifas ?

4. Iu historiisto diras； ke; Malaja duoninsulo estas 
granda kamentubo de Azio. Kaj pratempaj gentoj cri 
Indujo estas forflugitaj la kamentubo al la Indonezia- 
insularo kaj poste al ceteraj tropikaj insularoj.^ Tiuj vortoj 
estas prave diritaj-

Oni tuj supozus； se oni trovus vortojn en tropikaj in
sularoj simile al tiuj en nia lando : kie estis la lulilo de 
niaj praj)atroj en tieaj distriktoj. Similas al tiuj, kiuj ne 
povas vidi f aj ron nur rigardante fumon, S2 oni insistus 
tian konjekton.

〇. Oni povas vidi similecon sur desegnaĵoj de la lajon- 
oaj vazoj elterigitaj en la loko de Babilona civilizacio, 
kun tiuj en nia 】ando< Kaj iam oni elterigis tian vazon 
eu Javo； kian oni ofte vidas en tiuj, kiuj esi as la restajoj 
de la legantoj cii la neolita epoko :la prapatr可 de Aino- 
popolo. Sed nur per tiu ĉi elterigijo en Javo ni ne povay 
decidi Ia naskiĝlokon de la prapatroj de A ino-popolo. Se mi 
intence klarigus la analogon de tinj elterigajoj, mi nnr povas 
aludi la najbarecon ĉe Ia loko de la luli!〇 de V homaro 
en Okcidenta Azio. Kaj mi insistas, ke niaj prapa 
devenis el la kontinento, ged ne do la sudmaraj insuloj, 
tamen mi ne dubas, ke vaguloj aŭ enmigran toj de t ropi- 
kaj sovaĝuloj ofte alvenis al la insulego.

6. Cu la pruvoj de mitologio, etnografio, aŭ arkeologio 
ktp. povas kontribui nenion al la diskuto pri la origino 
de Ja pana lingvo aŭ tiu de japana antropologio ? Ĉu la 
la pruvoj ne estas bezonata por diskuti tian temon ? I^or 
konjekti la temon en tia t ago, cri kiu ne sintrovis literoj； 
kompreneble la restajoj, legendoj, aŭ lokoj pratempaj ktp. 
es!a8 plej kontentigaj pruvaj, ĉu ne ? Pro tiu vidpunkto 
mi kontraŭas al la vortoj de D・ro. Ram. Kaj permesu 
al mi ankoraŭ unu fcjon pruvi, lce Iu loĝejo konstruita 
de niaj prapatroj estas evoluita de la u barako konstruita 
sur vertikala truo,n kaj ĝi estas kontinenta, sed ne tropika 
maniero^ Tial denove ini insistas, ke la sovaĝuloj cl la 
tropika distrikto ne povis konkiri niiijn prapatrojn, kiuj 
jam havis disciplinitan ordon.

duoninsulo 半鳥〇 

kamentubo 煙突〇 

esti forflugata 吹 

き飛ばされる〇 

insularo 諸島。 

konjekto 推直。 

desegnaĵo 文樣。 

fajenca vazo 土 品. 

elterigi掘り出す① 

civilizacio 文化。 

elterigajo 出土器° 

Javoジャワ•〇 

estajo 遺物。 

neolita epoko 新石 

器時代。

intence强いて〇 

皿logo類似。 

loko de lulilo 發祥 

の地。

insisti主張す。 

kontinento 大陸〇 

mifologio 神話事・ 

etnografio 土俗學。 

arkeologio 老古 

學。

kontribu!投稿す 

る。

diskuto 論爭 〇 

antropologio 人類 

學。

pratempa loko 上 

代の還跡。

kontentiga 滿足さ 

せ彳®み。

vidpunkto 見解。

barako—sur verti
kala truo堅穴式 

掘立小屋の意。

disciplinita ordo 訓 

練された秩序。



通俗科學欄

(2)

產兒制限 
について 

淺田一や・士 

第七回九州エス聯 

盟大會にての演說

naskkontrolo 生産 

制限(產兒制限)〉 

enmigri移住すみ〇 

nutrajmanko 食料 

不足。

minaci おびやか 

で〇

malsategiĝi 娥死 

する。

bankroti破滅す。 

propagandi 宜傅す 

る。

ministraro 內閣〇 

regantaro統治者 

連。

laŭtvoĉe聲高に〇 

traga浦賀。 

grandamase 陸緻 

さ〇

im portiĝi 入され 

み様になる。

sciigo 報知。 

plimultiga nombro 
塩加數。.

kontroli調節す。 

mezklasano 中流 

の人。

inteligentulo 識者・〇 

politikisto 政治家〇 

saĝulo 賢者。 

cirkonstanco 境遇。 

iafluo 影发〇 

karaktero 品性〇 

personeco 個性〇 

ekonomia malfaci
leco 經濟的至 

難。

PRI NASKKONTROLO.⑴
(Parolado ĉe la VI T-a kongreso de K. E. L・

16/ VIII 1930 en Nakatu)

de D-ro Hazime Asada・
Karaj ges叫 oroj，

Estas al mi granda honoro kaj plezuro ke mi 
havas okazon paroladi mian opinion pri naskkontrolo.
Oni ofto diras ke ni, japanoj plimultiĝas ĉiujare trde^ 

kaj Usono, Aŭstralio kaj aliaj fremdlandoj rifuzas en
migradon de niaj samacianoj・ Nutrajmanko minacas. Ni 
fine malsategiĝos aŭ bankrotos.

Kaj en niaj du grandaj najbarlandoj, Csojio kaj Sovo 
tujo； oni laŭtvoĉa konsilas interne kaj ekstere de siaj landoj 
ke iii kontrolu naskon・ Antaŭ kelk；.j jaroj venis en nian 
landon la mondoiama propagandistino Sanger por instrui 
al ni naskkontrolon. Niaj ministraro kaj regantaro timegis 
tiam〉kiel kiam la nigraj fercŝipoj alvenis al Uraga 
antaŭ 70 jaroj ・

^lalgraŭ tia timego, metodoj, iloj kaj medikamentoj de 
naskkontrolo grandamase importiĝis・ Kaj lastan jaron 
jam nin surprizis la sciigo sur Ĵurnaloj ke la plimultiga 
nombro de niaj samnacianoj ekfalis je 200,00〇.

Sed fakte infanoj de malriĉuloj ne malmultiĝas. Tiuj, 
kiuj kontrolas naskon； estas precipe mezklasanoj kaj in
teligentuloj.

Mi ne kredas *ke nur infanoj de inteligentularo kaj 
mezklasanaro estas valoraj kaj tiuj de malriĉaj laboristoj 
estas senvaloraj・ Ni scias ke grandtij politikistoj, komer
cistoj aŭ saĝuloj ne maloft? devenis de malriĉaj kamparaj 
laboristoj ・

Alifianke ni bone scias ke cirkonstanco havas grandan, 
influon sur karakteron aŭ personecon. Plie ekonomia 
malfacileco ne permesas edukadon de infanoj・ Plejmulta 
el ili ne povus esti grava homo. Ja, ĉe malriĉuloj vere 
necesas naskkontrolon・

Tamen la fakto estas tute kontraŭa. Ili ne povas aĉeti 
ilon nek medikamenton・ Eĉ se povus, ili ne povus 
daŭrigi ilian uzadon・ Se nur unu fojon mankus post 
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longdaŭra uzado, do sufiĉus naskigi infanojn, kaj ĝistiama 
multekosta elspezo estus vana.

Ni mm volas trarigardi la naskkontrolon de la ambaŭ 
naj bari a ndoj.ゝ しaŭ onidiro en Usono okazas ĉiujare 
2〉500ン000 kazoj de artefarita interrompo de gravelo. En 
Sovetujo, kies regan taro permesis liberan geedziĝon, sen
nombraj senpatraj infanoj naskiĝas- La mizeraj patrinoj 
fariĝas malĉastulino)kaj emas interrompi gravedon intence.

」小 reganUro helpas ilin per senpaga operacio. En 
Moskvo okazas artefarita interrompo de gravedo je 20 
procentoj de naskkazoj. Ili fieras ke la procentoj estas 
forte malpli ol en Germanujo> Sed soveta regantaro nun 
laŭtvoĉe propagandas kaj konsilas ke oni kontrolu naskon 
t. e・ ke oni singardi! kontmu gravediĝo prefere ol in
terrompi gravedon. En proksima estonteco granda krizo 
minacos, ĉar popolo certe ckmalmaltiĝos.

Nuntempe ĉie en la mondo oni alkutimiĝas iu errompi 
gravedon multe pli ofte, ol antaŭe. Ekzemple en Ger- 
manujo antaŭ 30 jaroj, okazoj de gr a vcd i nter rom po esf s 
nur kelkaj procentqj de jaroj, okazoj de gravedinterrompo 
estis nur kelkaj procentoj de nasknombro. Sed en 1913 
ili plimultiĝis al cirkan 15 procentoj kaj en 1924 ili 
fariĝis al 25 procentoj・ しastajn jarojn ili subite leviĝis 
tiel, kiel unu interrompo okazis, dum(lu infanoj naskiĝis. 
Okazoj ĉiujaraj de gravedinterrompo nuntempe estas ĉirkaŭ 
1;000,000 en Germanujo samkiel en Francujo.

Kun artefarita interrompo krima kaj kuraca paralele 
«ŭ multe pli ol tio oni nun uzas metodojn de naskkont- 
rolo. Pri la vendo do iloj kaj medikamentoj de na^k・ 
kontrolo nenia malpermesa leĝo ekzistas en Eŭropo> Nur 
en Usono oni regulas la naskkontrolon per specialaj leĝoj.

Mi vizitis en Nov-Jorko 1927 Ia klinikon de Sanger. 
Nenia afiŝo allogis preterpasantojn. Nur pere de reko
mendo de kuracistoj ili povas viziti la klinikon. Ĉe la 
kliniko sin trovas unu doktoro kaj unu oficistino. Si 
akceptas la vizitantinon kaj demandas pri diversaj aferoj, 
kiuj estas detale skribataj sur la protoko!karto, laŭvice. 
La doktoro enirigas la vizitantinon en la ko nsi lca ni bron 
kaj denove demandas tiajn sok retaĵojn； kiujn ŝi ne kuraĝis 
sciigi al la oficistino^ (daŭrigota)

ĝistiamaその時土 

での。

multekosta 多額の 〇 

elspezo 出資。 

najbarlando 隣國〇 

onidiroうわさ。 

artefarita interrom
po de gravedo 
人工女任娠中絕。

libera geedziĝo 自 

由結婚。

malĉastulimo 不貞 

な女。

emi ... I勝でめ 

み。

operacio 手術〇 

fleri高慢ぶろ。 

singardi 用心す 

Q 〇 

prefereむしろ。 

proksima estonteco 
近2將來。

krizo危般。 

alkutimiĝi 慣れろ。 

gravediaterrompo 
姙娠中絕。

naskonombro 出生 

數。

lastajn jarojn 近甲 

(Io
samkiel过同じ位。 

krima犯罪的。 

kuraca治療的。 

paralele平厅して〇 

malpermesa leĝo 
禁止令。

reguli規則づける。 

kliniko臨床講義。 

allog!誘ひ寄す。 

rekomendo 推蔗(于〉 

protokolkarto 調書 

カード。
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por eliri, tiam ŝi ekvidis •tute nigran ombron post ŝi, 
kaj je la sama momento si estis forto kaptita cle iu, li 
estis la farmisto, hino nomita ヽVang< Si mute nur 
subrigardis ĉirkaŭon sub la piedojn.

" Venu al mia（lomo" diris Wang<
"Se vi volas, mi iros. Sed kion vi faros kontraŭ 

mi?”
Rapide turninte la kokson, si, kun la kapo levita 

kaj kun la ujo svingita, sekvis lin.
Pcst unu horo ŝi eliris el la domo de Wang. Kiam 

ŝi de Ja formo sin direktis al la vojo, ŝi estis subite 
cki）altigita de iu post ŝi.

a Ĉu vi no estas Bokne ? ”
Boknc rigardis poston, proksime de kelke cla paŝcĵ 

staris la najbarulino kun ujo sub la brako.
a Kien vi iras ? Ĉu vi iun vizitis, mia fratino ?リ

Ankaŭ vi inn vizitis ? n
n Kiun vi vizitis, mia najbara fratino ? v
"Ali? Mi vizitis Ruck, la avaran ĥinon ・ Kaj 

ankaŭ vi ? n
“Ne, mi vizitis Wang, kaj kiom vi gajnis de li?"
“ Buck, kia diablo. Li nur donis al mi tri brasik（yn?>
a Ali gajnis de Wang tri spesmilojn.^ tiel respondis 

Bokne, kvazaŭ havis iun fieron.
Post dek minutoj ŝi ridis kune kun la edzo kaj

parolis pri la ĥino, metante antaŭ li la monon gajnitan 
de Wang.

VII
De tiam Wang kiam ajn povis ŝin viziti.
Sia edzo kun mirita zorgo sin eligis el la cambro, 

kiam Wang venis kaj mute sidis kontraii Boknc. Pcst 
Wang revenis, la gecdz（）j ĝ（）je rigardis unu la alian, 
metinte antaŭ ŝi jen u nu spos ni ilon jen jen du. Iom kaj 
iom Bokne ne bezonis vendi ĉarmon al Ia najbaraj 
almozuloj； anstataŭe se pro okupado Wang ne povus sin 
viziti, tiam ŝi mem ヾ〇!〇】ite lin vizitis ĝis lia domo. Lii 
geedzoj jam povis sin trovi riĉaj en la malriĉularejo.

VIII
La vintro forpasis kaj revenis la printempo- Tiam 

Wang pagis oentepesmilojn por iu knabino edzinigi.
a Hm ! ” Bokue nur ridis mokeme, aŭdinte tion.
“ Eble Boknc sentis jaluzon/? aŭdintc tiajn vortojn 

de la naj ba ruli noj, ŝi nur ridis mokemo kun nazvoco 
c bni \

ĝi forte ĉiam neis, ke ŝi ne sentas jaluzon, sed nenioi 
ŝi forigis de ŝia koro la * ombron tute nigran.

u Diablo prenu lin, ŝtonkora Wang !n
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第22回萬國エスペラ 、ノト大會

8月2 ロより9 口まで英國〇x£brdにて開 

かみ。參加者1200名餘。H本よりの出席者 

（17日中旬までの申込によれば西村光月、多 

木燐太郞.同夫人、甲斐三郎.山本佐三、石 

黙修.後藤靜香及同令孃の諸氏でめる。

第一 日

午後ICKで協議會・役員會、晚にけ市長 

の大會參加苦招待會があった。

第二日

9時半よりdiservo. D-ro Baileyのエスペ 

ラントによみ說敎があつ仁正午に記念撮影 

ななし午後はK. R.の協議會おり。

大會開會式19時半市役所にて擧行せら 

3〇會場は萬國旗にて飾られ■壇の左右には 

大きな綠星旗が立てられてある。前年大會々 

頭MiMlik氏開會も宣一 名娶會頭にMer・ 
chant氏、會頭にしong其他:12名の副會頭 

な推す。會頭しong氏の挨拶に次いでJulio 
Baghy氏は出席せられなかったKalocsay氏 

の;の大會の爲に創られた詩む朗讀むなし大 

喝采む博した。二れに綃いて各國政府代表の 

挨拶花終り.ICK委員長^lerchant氏はEsp. 
の實用上次第に盛に用ひられてゐる甜む述べ 

死去せる同志に哀悼の意な表し、最後にE p. 
がfe〇政治的黨派により援助されてゐろざの 

誤场に對して駁論を述べ中立も表象す〇綠星 

;そ我々の象徵でめるざ叫んで降した。次に 

naciiij societojの代表の挨拶（石黑氏全柬洋花 

代表して挨拶す）.祝電の朗證しong氏の開 

會の辭にて開會式ね終る。

第三日

第一回協議會 10時上りMerchant氏議 

長の下に開から。先づ巴里商業會議所代表 

Badoifi氏は何故にEsp.が今までもっき普及 

5かったか、又如何にして曹及すべき炉の 

問題も提出し、往來で人も捕へかければなら 

ぬさ自分の意見を述べ又巴里商業會議所會頭 

Baudet氏の意見むも傳へた。次にニ・三の 

挨拶わり。議長Merchant氏はICKの意義 

を說明L、Helsinki條約によZ Esp・運勒の 

現在の組織、特にKR. UEA・ICKの相違も 

述べ仁。ICKの理事Kreuz氏は!CKの爲 

す仕事の大要な述べ・特に ふp.文の繪葉霑 

も發?？したしiechtenstein公國I二於ける成功. 

新設せられ讥雜誌委員（世界の雜誌界にEsp・ 
の進出な圖ろもの）に就｝報告しア:。Mer- 
chant氏（工ICKがより効果的に仕事も為す 

には更に多くの金を與へられなければならぬ 

1附加【へ、Aron氏は!CKに金な持たせろ 

に任、同志が節約して年額100 sv. fr. ^ICK 
のPatronoさして支拂ふべしざ述べた。次に 

Malmgren氏の瑞典エストニャ間のEsp,實 

用に關すろ報告めり、Applebaum氏のしiech
tenstein |二就き、Mih&hk氏の學枚及skolto 
に於けらEsp.に就きOnnen氏のProf. Die- 
terleの統計に就き論じ合った〇 Schoofs氏は 

KRの委員艮さしてその仕事に就き報告し 

1:〇

ICK. KK の報告の承認 Matthews, Kreuz 
兩氏のRadio消息の後、議長閉會を告げた。

夏季大學龍搆式14時半よりProf. Col- 
linsonの挨拶により開かる。同敎授任Esp・ 
の藝術及科學上有用なろ二こな論じ、旣に 

Esp.の價値の證明せられア;多數の分科に菖 

及した〇次に第一講さしてBennemaun氏の 

La nekonata Mozarlなる講義がなされ、 

ZĉĴphel孃の抵唱があった。

分科倉 14時半より、N oy・Spirito‘Inter
naci：! Polica Ligo, Internacia Asocio de Esp. 
Stenografistoj, Katolikoj, Bahai, Blinduloj の 

分科會行（I^O
尙同ロ Ĉe-lnstitutoのお茶の會。各國ダン 

スのprezentadoめり、英國、ウェールズ、和 

蘭.愛蘭、洪牙利、蘇格»Kチェツコの舞踊 

が紹介せられた。 .

第四日

UEA-kunveno・ 會 長Stettler氏開會の挨拶 

ななし、Einar Dab!を二の會の幹事に推廉 

す。次に今年の年鑑の新しい試みにっま說明 

し、X Privat氏の提案により機關誌ESP-
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erantoもInternacia Revuoミ改稱する二ミを 

告知した。その他禰々のservoj現在の財政 

狀態會貝數に就キ報告した。Blaise氏はEsp・ 
運動の組織改革ん反對し、現在のUEAは充 

分その役目を果Lてゐろミ述べ・。尙種々の 

論議あって閉會さなった。

夏季大學 Prof. Collinson II Internacieco 
en la vortaro de konstruita lin gvo ; ĝiaj utiloj 
kaj limoj, Prof. Curt （エ Pri la evoluo en la 
lingvojの演国の下に講m い:。

分科倉 t. a. g. e.（獨逸敎員聯盟）uni
versala Esperanta Pacifista Ligo, Framasonoj 
Stenografistoj, Interesitoj pri Ce-kureoj, He
roldo de Esp.の分科會あり。
同日Andreo <Ŝe氏はĈe-Institutoに就い 

て講演をなし・又Ĉe-kursoの見本を示 い: 

が數百のne-esperantistojの聽衆もあり大成 

功でわった。

第五日

篥二叵協渤會 1〇時より開か“ T. Jung 
氏はHeroldoの事業隹說明しSchoofe氏 

任ラナオに關するBelirendt氏の報告な讀み\ 

Hcilker, Schoofs, Pyke氏しヲヂオに關して 

述べた。!CKの雜誌委員長Avril氏は同委 

員會の仕事に關する報告ね配布してその說明 

もなし7:。それによるざ英獨佛の三大通信社 
は第22回大會及今後のEsp.運動の報吿を西已 

布するこiを承諾しT：〇

夏季大學 Prof. B. Migliorini の しa ele
mentoj de la eŭropa vorttrezoro 及 D・ro K・ 
Kalocsav （Sturmer 氏代讀）の Evoluo de la 
poezia lingvo Esp. が あっだ〇

演越 Brandon Thomas 作 Lu Onklino de 
Ch:诃eyが六ケ國人!二より上演せられた。場 

所の狹い爲に第四、五・六、日ご三口間演ぜ£> 

れた。

第六 H
この日は遠足日で.AVindsor行。Kenil- 

worth, Stratfbrd 方血行、Salisb3ry, Stone- 
henge 方而行、Gloucester, Cheltenham 方面 

行の四隊に分れて一日を行樂に過した。

晚（よ音樂會でピアノ痢奏、獨唱.二部合唱 

舞踊尋がかり、放後にL;ゝEsperoな以て二 

のタを終った。

第七日

第三回協議會15昨より開かお。第三回は 

主に言語上の機關に關するIので・先づCart 
氏は言語委員及學士院の報告もなし、Stettler 

單にUEAの報告をなす。Kmuz氏は 

Cu la tekniko povas superi Esperanton ?なる 

建［の下に興味ある演說をなした〇 Olsvanger

氏（Xlingvo过ideoの二方面の宣像の必要决" 
說く〇 沃に Warden, Merchant Wasnier, Lidja 
Zamenhof, Krysta諸氏の發音に關すち議論 

切ハKrysta氏（［發音の統一を期する爲に 
特別なる裘貝を設くべしさ唱ふ.この後 

Novljan氏の「學校に於けるEsp., ILEPTO 
（Internacia Ligo de Esp. Poŝt-kaj Telegraf- 
Oficistoj）の決議Ilelzel氏のEsp.發聲映畫 

に關する話あり、尙發音上の議論わって協議 

會を終る。

晚には舞踏會催さる。

第八!］

大越閉密式しong氏提案・各國政府へ送 

らるべき「學校にEsp・採用」の決議な承認 

マ。、Vien大會缺損は淸算せられたる;芒 

Blaise氏によって發表せらろ。Kreuz氏（エ 

ICKは第23回蔑國Esp.大會口波!JJJ Krakow 
市に於て開僱するこさを承認した旨發表し 

“7:〇 次に Schco也，Long, Goldsmitli, Marcbant 
氏の挨拶わり、Feliks Zamenhof氏のEsp.こ 
そのideoに就いての熱烈なら演說あって閉 
會武は終った。.

* * *
Esp・界本年の最大行事は終った。ニれで我 

々はEsp界の新年に入るのでめろ。193!年 

Krakojの大會までの一年間に何等かの土產 

も用意し・XLaXXIII-aに臨もうで（工ないか。

Esperanta Turista Komisiono の活躍

一昨年以來瑞典ミエストニャに於ける熱心 

むら運動によりエスペラント（工非常に普及ど 

られらに到つ:/:。よって更に實用上に活躍す 

べく Stockholmに於け5 Malmgren氏任エス 

ペラントにより遊覽客ふエストニャに送ろべ 

く努力い:結果ツ〇名を得た。

二の成功に鑑み Esperanta Turista Komi
siono （ETK）設 立せられ、旣にStockholm, 
dallin, Uppsalaにその支擁が設けられ、その 

他瑞典エストニャ、ラトウ•イヤの各地にも代 

表者を置くに到った。

ETK任國際的のものでその目的ミ“所 
は旅行も獎勵し.各國間の知識さ親善も圖み 

のでわろ。

昨年ミ同樣今年の夏季にも低い費用も以っ 

て瑞典エストニャ間の遊覽旅行な組織して大 

成功を收めた。

尙Uppsolaにては 跖 名、Stockholm にて 

（I1〇〇名の粽車從業貝及數名の電話交換手に 

對する講習開かれ・Tallinonにて（工150名の 

驚官、多數の旅能の女中・カフェーの女給に 

對する講習が催された。X Tallincnの商店ニ 

十餘でにOni parolas Esperanto nなち看板を 

揭けてゐる。

ETK "經濟的にも確固たみ基礎を有し. 

今後の活動が期待される。
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★ ★★★★★★大★★★★★★★★★★★★★★女★★★★★卡★★女

內 地 報 道
★★★★★★★★★冷★★★★★★★★女★★★★★★★女★«★・早

★第七回九州エスペランチスト大會險

8月!6-17-18 H中津市に於て

PROLOGO
その組織.その活動.その大會に於て、遙 

I二多くの地方聯盟を凌洞して立てる、九州工 

スペラント聯盟,も犬會も靈「み:ii：に七 

回.今年は8月16日より景勝の地人分縣中 

津市のエス會招待にて開かれた。

宣傳議演會

萬端の用意旣に成紅ら8月16日夕の宣侮. 

講演會（1溢ふるらばかりの聽衆〉長崎留大樂 

卑の植田敎授先づ立ちて「藥ざ毒」ざ題して 

humorplena parolado I二聽衆を魅了 し.次で 

九州番冉礒部敎授はエスペラントの輪廓な話 

してエスペラントの觀念を明快に傅へた。最 

後に丧崎醫大の淺田博士、中津エス會森久氏 

の名通譯にて流暢ならエス語を以て近時社會 

問題の一さして遼人なる「產兒制限について」 

話さる。 ^

終って幹部連は宿舍綠屋にて深更に至るi 
で明口の議第について協議もなIた。

17日開會式は通常の如し■集ら1の九州の 

各地より80塔。開存の辭、會掩の挨拶•••云 

云に始った。會掩は中津石丸鎭维氏、議長は 

福岡江口廉氏である。各地方代表の挨拶にっ 

いで中津市長の祝辭.學會・代表城戶崎氏の挨 

拶、中華氏國エスペランチストざして符惱武 

氏の挨拶があつ了:。昨夜の協議で議弄は滯り 

なく次の諸項な決したc

1. 聯盟會費に關する件

2. 聯盟未加入地方な激動す;5件
3. 山口縣下エス團縊加入の件

漠寺へ遠足

會後直に綠星旗を汽車に自動車になびかせ 

っつ山國川な沿ひて耶馬溪中の最も景色よ＞ 

地.古刹羅漢寺にpikniko。ニれは高いlliの 

上にめるので一同汗ビッショリミなって登っ 

讥が寺の廣間で凉風な滿喫しての書食二快か 

つ・仁。地獄極架の見物、快談・散歩.寫眞を 

さり四時頃中津に臨ら。

懇親晩輕會

7誌より忘言亭にて日本料理、約50人。 

一人一人自己紹介をなす。K氏がT常學士 

のfianĉinoむ素ば拔くやら、alkoholoの力 

をかってA氏芥ホラな吹くやら犬康ひ。餘興 

“中津belulinojの鄕上舞师を始めM氏の 

迫分罠A博上の長唱.A氏の劎舞むご緻出。 

名殘惜しいタを九時半解散して別府のpost
kongreso へ〇

别府の Postkongreso
一行30名その夜は第一流のhotJo龜の井 

に綠の夢を結ぴ明くら!8日下河原・麻生氏 

の案內にて地獄廻りをすら。□動車の女車学 

の切口上『此處のわたり“駅色よく.冇も左 

I湯も頑いて・容待ち顏の別天地、皆標此處 

に別莊を.お建てになったら如何です』に笑 

ひの半疊が入ちい・ごやか。一展別府に引 

返し約十里距った川登村の風連镰乳洞を見 

物。持主が麻生氏の知人で色々便宜なはかつ 

てくれた。龜の井で夕食を共にして三日にわ 

了:ら樂し3 kongreso tここに解散した。

FINALO
總ての參加者がagrabla impresoな以て歸 

った二ざ、ニれな中津エス會石丸氏外、別府 

の麻生.下河宗氏にお船申さりばならぬ。

この會I-四人のsamideanoはそのjuna 
adzinoも同伴して他envii〇けだし妻君・緣 

化さして最I良策であらう。Esjnrantujoに 

imitinda afero でる 〇

夏のkongresoにのんびりさ大會氣分加味 

ふには少し署すぎはしないだらうか。

[M. Kastelo 記]

附 se
この大會な期し聯盟叢書第一卷さして藤澤 

古愛氏原碧畑村上兩氏エス譯の劇「Gracia」を 

發行した。一部22錢（送料共）御入用の方任 

學會又は福岡市大名町3の105江口方聯盟迄
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靑森縣エス大會

1930坏の縣下エス大會は縣エス聯盟の主 

催.弘前エス會常番で9月7日午後二峙から 

弘前市商工會議所で行はれた.靑森、黑石、 

浪岡、弘前の同志及東京から秋山雨雀氏、木 

村ヽ畑兩氏個人さして出席.全部で 汐 人。

委員會.總會、茶話曾な以て六時大會ね終る。 

尙來年度聯盟委員は.

靑 森:一淡谷・ 

黑 石:一山本、 

弘 前:一谷山・ 

五所河原・•長澤、

毛內、長谷川。 

高木（岩）、咼木（綠）。

高田、嗚海:

上見、齋藤。

I谷山氏報）

Gratura Ecsteno 
por la nove 

eldonita libro de 
S-ro Kawasaki 

寫眞に向って右より 

近藤、進藤、藤枝、佐 

々木、・相坂、失戶.川 

崎、藤間•岡•西村・西 

P1.ブ、崎、福田諸氏

川崎君新著出版記念會

川崎君の新著『愛あみ所に神あり』の出版 

記念會を8月25 H大阪の美津濃六瞄樓上で 

開いた。世話人に相坂、成田・進藤の三君。 

集る者大阪から著者川崎君を始め【用田■大崎・ 

酸間、福田、岡、藤枝、佐々木・西村・辻、 

吉田の十君ヽ京都からび近藤・失戶の二君、 

合計葛名。

宴會に先立ち別室で新著に對すろ批評會を 

開いア:。川崎君□著に關してその著作方針. 

讀書の注意等について詐細に述べち。續いて 

進藤、近藤君真他の感想談や意見が陳べられ 

Ĵ:〇本文、〇^.索引等の間に色紙あ挿んだ 

らさいふ希望Lあった。卷頭に"Dediĉas al 
Ŝi kun Amo kaj Respekto"さあるその葢に 

ついて註釋を求めたが川崎君は「二れ口讀占 

諸石に關係ない事忙から說明しない。別に治 

安を妨害するやうな事で任ないから安心して 

くれ」この率で追及も見合せた。

6誌宴會に移るcデザートコースに入って 

相坂、川崎・福田、進藤四君の祝辭挨拶希望 

が陳べられそれからそれへミ話の花が咲いT 
9時前頃やつざ閉會解散。（丁・A生報）

・會合だ より平

東京
Arĝenta Kunsido 第二土曜夜銀座 

明治製菓其他の土囁任午後神出今

川橋際今川橋禽館に・て會費5錢。

】〇月18日に任A. K •笫百凹の會合紀念さ 

して夜7時より銀座明治製菓にて特別會合を 

催し當FIに劇の演出、紀念品贈呈等。會費（エ 

5J銭彳

早Kunsido de Venuso 夏休みも終へ新しい希 

望ご意氣さをしって窃話の練習に努力してゐ 

ろ。次回（X1〇 J124 H （第4金險）場所は新 

宿角答「ミョシノ」喫茱店階上、。午後七時よ 

り。

★クララ會九月の例會に例の如く 9刀14 
H佐々城氏宅にて開く。ケーシー孃を始め. 

丘新夫人、板井御姉妹むビ“名。二の口の 

平塚

變った試みさして（I外國同志からの珍い、寫 

眞もエス語にて說明紹介すみのであった。之 

“好成績でかったので今後も二れを緻けろ。

Societo Bruo找對外名目を平塚工 

スペラント會ざし同町靑年團第一

支部ご共同主催で講習會•も開く（7月"一3） 
H）初日160名（買にレコード破り）嚴後の二 

H （工暴風雨にしか、（ヱらず105名の會員も殘 

1講習後懇親會も開く夜半に到みまでFresa 
なprogramoの進展寫JE・參照（ビの位か了:ま 

って屈たか御覽下'さい——但し兩端1〇名不 

足）。乂都合上平塚エスベラント會を新たに 

靑邛團に依矚し事務經營を一任しBrunnoj （I 
交互に謎飾の役に常み。（尙女子站名か得て 

女子部を辂設）引き紺ヨ每日曜夜・九月より 
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第一.第三日喷夜常設搆習會開催.來年まで 

に素晴らしいmembrojむ製造すろ心算で相 

變らず元氣なへトマーノ淸水先生を始めざし 

熱心以上の講義振り。（鈴木記）

ーニ亦・]9月15 口かぎ正にて京都學生エス 
乐郁 ベランティスト聯盟例會Scherer

氏、Peraire尺歡迎の件及來年京都で行はれ 

ちkongresoについて議した〇

九月二十日機關誌„ Libero “（十週年記念 

30-31號）發厅。希鬼の力（I二錢切手五枚お送 

リに打れば呈す。京都三高エスペラント部

7月15日例會 吉田金三郎君（京大）のpa 
rolodoわり、平安エス會の硏究會は每木哦 

19時カニャに開催。

一谨石匸!三輪義明氏は九月六日來 
一心弊尸中瀬、陶原枝に於て靑年訓 

練所生徒の了:めにエスペラントの起凍、精神・ 

現狀等につき約一時間半に亘って講演も行 

ふ。（愛知瀬戶市松本ffi—）

=番赅|紀伊長鳥町三重縣紀北買踐女舉 

I =直列校に於ては去るハ月十七U校舍 

荊築落成記念展覽仔ん開き、併せてエスペラ 

ント展をし開いた。頂大な一室もエス語に關 

すみものにして滿たした。萬國エス協會より 

寄赠のドイツ、フランス.イタリー・英國. 

云Iストリヤ、ハンガリー・スイス等の歐洲 

各國の案內記、各网のエス語雜誌、書籍・繪 

葉書、又特に本校生徒へ來た外國の同志の書 

信等は大變參觀若の心も引いた。參觀者數千 

名で劭った。 ノ

かくてハ月卜九口には記念舉藝會開催・こ 

、に待に記すべきは本校は校款ミしてタギー 

ジ ョを探用 してゐる。おそらく二んな學校厲 

類が無Vゝてありう。開會の辭についで・校狀 

タギーショの合唱。劇場の隅まで綠の音律は 

響いた。

當Hの呼物仕、專攻科生の總出演に依ち工 

ス語劇ハムレット（第三幕H）があった。いづ 

れも熱心にやつ仁ので観覽ĝむ驚かし益々工 

ス語の價値を示した。

愛知瀨戶市エスペ 

ラント講習會紀念 

撮彫

第二列中央 

講廊松本重一氏

Kurso por 
komencantoj 

en Seto

冷
飮N

林

:••・金

硯

S b护

Bruanoj (Anoj de Hlracuka Esperanto-Grupo) 平塚エスペヲソト甘
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各地にて大いに歡迎される

ベレル君その後の輪跡

東海道を西へ西へ----

様當 八月二十六Ŭ同氏は東京より日轉 
二庾週」車にて櫻木驛に到着.横濱の同志 

十數名出迎へ.直ちに、束京H々、都.及歿 

易新報の三莉聞祉を訪問（冇新聞紙はいづれ 

も翌口の新BSiiA々的に報導しれ）その後、 

木牧三溪:3農災紀念館等名所直趾へ案內す. 

同夜及翌日は橫濱ホテルへ滯在。

二十七日・福害多、鈴木兩人同道にて支那、 

佛國兩領事館訪問、佛阈領事をして、如何ば 

かりエス語連動が全世界に轡及してゐみかを 

知らしめた。支那領事舘にて旌券の査證をす 

み時にもエス語のみにて書類に記入し、館員 

をして啞然たらしめた、同ロタ七時より伊勢 

佐木町有隣堂にて歡迎茶話會を開き會すみも 

の約二十名・同氏より旅行奇談を聞き・久し 

振りにてIntemaciii vesperoを過し/: 〇

二十八日早诩常市出我平塚へ向つア:。同地 

靑年團後援にて旅行談。淸水氏方へ一泊r二 

十九!1任小田原へ。三十日靜岡市高柢邦太郞 

氏方へ。

は如何に私もよろニぱしたか。

その夜は希望館の人々ミ共に同君の旅行談 

等む聞いたC種々な賞問が集まつ化人逹から 

ベレシ君に發ぜられる。しかも口本語で。一 

々エス語に譯す。ペレル君亦答へる。一々日 

本語に譯す。異國の友な圍んで十時すぎまで

九月四H ベレル君が自梆車屋へ案內して欲 

い、ミ莒ふ。方々の自樽車屋へ行ったが皆出 

來ぬご斷はられ^。仕方なくベレ〃君任道具 

な借りて自ら修繕すら。仲々容易に直らない。 

然し根氣强いのに俶いた。

夜艸邯エスベラント會主催の歡迎會が希莖 

館で開かれる。主催者の挨拶］日本語）あり。 

次でベレJレ君の挨拶旅行談あり。會するもの 

約四十名。

九月五口午前中に山山エス會代表苦內田氏 

の案內にて僕ざベレル君•ご三人連れで、いづ 

れも自轉車にて內宮、外宮に參拜。

途中洲都名物の赤福（timmoĉi）にペレル君

Kunmango 
ĉe S-ro Joŝie

中央ベレル 

それより左へ淺尾. 

小川・吉江、梁氏 

右へ南氏

=蓄斎九月三!］午後五時過ぎ。突然神 

二里題者E希望@自よりベレルキタスズゴ 

ィの忑報を受く。待ちに待つ丫:異国の同志!

私は早速停車場へかけつけ山田行の列車に 

乘"七時希望館にて日に燒けか赤ら顔の頑 

丈な身高のペレル石ミ最初の握手をなした。 

自轉車で世界な旅する勇まい、綠の友!彼 

の口から流れ出でろめの流暢なエスペラント

舌誠をうつ〇

五十鈴川の水の淸い事や.魚の澤山泳いで 

ゐるのを見て驚く。汉內宮の數門の大砲ん見 

て早速H 問 Kial oni metas hommortigilojn 
ĉi tie en sanktejo ?
午前十一吃頃希望紺へ歸ち。食事もする。 

半搗き米を二人前づ、倉ふ。カホチャでLツ 

ケモノでもなんでし食ふ。
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Ĉion mi manĝas I Cio plaĉas al ini! 
午後五時より希望鈴開館一周年記念の唤登會 

あり。約七八十名の人々过共に食卓・な共にす 

み。それから引撒^別室で餘興あり。

ペレル君は佛國の古代の歌をうたふ。題は 

忘れたさ言つ仁が.內容は忘れむかったさみ 

龙て可成長く歌った。二の晚の集ひにii多く 

のneesperantistojがゐられたので實によい工 

ス語宣傅になっだ。

九月次日午後から希里館に働いてゐられる 

梁氏（朝鮮人）ミ僕こでベレ，レ君な二見へ案內 

す〇 〇

夜吉江小兒科醬院に吉江富一郞てがペレル 

君を招待され僕も同伴する。吉江氏（I 一人世 

界を旅する異園人に□本の家庭の雰圍氣を味 

□しめようミの御好意ね持たれたのて・ある。 

山海の珍味に乂レ〃君大よみ:ぴ。

九月七日朝山m發八時四十四分の列贞で乂 

レル君ざ二人で神邵な去ろ。（南戟）

々 屋 九月十一日ベレル君は其ビアラな 
上店—姿を久居に現す（九月三日神都希 

望館訪問七日迄同館其他に於て旅行談南晶世 

氏通譯七1!より紀州長岛紀北實踐女學校に向 

ひ講演四Ŭ問滯在:私宅な訪問其日津・松阪・ 

久居の同志にて私宅に於て歡迎住十七時に開 

く十九時より大正學園にて一般公開の旌行談 

ミエスペラントに付ての講演林好美氏通譯聽 

Jfe四百非常な盛會に終る（二十二時）十二日は 

早阴ペレル君は名古屋に向った。（工藤報）

S-ro Peraire en Niigata

「ぎ転］東海道の何處かか匚が行方不明 
Iも王厘Iになって心配い:ベレル君（Iヽ 

授島、山田、津の同志に利用されてから•十二 

日朝名古屋耶へっひた。三新聞社訪問。夜三 

十分JGCKから旅行談放送。通譯は名占屋 

新聞主幹柴田氏。アノウンチスト三浦氏放送 

協會の由比氏L喋べれる同志で.愉快でもあ 

リゝ便利でしおった。ペレル君□ちまった

二分間も利用してエスペーロを欧つア:、聲し 

中力よい。［三D^（I T金茶の家」（其處の主 

人公もエスペランチスト）て歡迎會。三十人 

位集み。（一新聞の豫告だけで人

同君の能辯任.電車・“擲車道の途中歩乍 

ら、到る處、エスペラントの宣傳をした譯に 

なる。少くも・彼な泊めた家の主婦で中學生 

の小供が他の刺戟（希望社なご・の）ざ一所に 

なって毎日工ペ語の硏究を進んですみように 

なった事でも解る。彼の□本觀（それは實:奈 

立派だ）任名古屋荊聞に表れた。

十五Ĥ雨の朝・元氣で岐阜へ立った。

（白木氏報）

S-ro Perea ire kun Gifu sasideanoj

一亦石一私は九月十五F!午前郵便で世界白 
阪ギ 轉車旅行家佛人エスペランチスト 

丿レシャン、ペレノレ君より、同日午後一時匕£1同 

志武藤賢司氏を訪問するこの報告を受けまし 

たので早速武藤氏へ私Ĥ驅ぜつけましたが彼 

江昨年八月二十六日死亡したざの御家內の話 

故大いに驚きまし；:,其れ故止むなく私の宅 

へ,レシャンペレノレ君を案內しました。間Lな 

く私等はペレル君の寫眞を賣ち事に便宜を與 

へました。翌十六h岐阜警察署及び岐阜hn 
新聞社及び岐阜新聞社も訪問Iました。そし 

て彼は又其晚寫九な賣ら事に努めました。拾 

七Q早朝大津へ向け出發しまし冗が常にエス 

ペラント普及宣傳をすら事を薦て元氣よく西 

へ西へさ走っね。（板橋氏報）
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【會 員 の1 聲 1

各地方にエス、ラント聯盟設立を勸む

東京さか•京都、福岡・長崎ごいつ沢會Rの 

多數ある都市に於てに勢エスペラント運動L 
盛になり効果もあります。會員或はエスペラ 

ンチスト（學會々員たらざなヽミの問も親密に 

'なって行きましてそれが、累積的に谨動を盛 

にして行くざ云つア:風です。

然るに一歩この都市外に出ちミ・エスペラ 

ンチストはちりましてい里動は行（Ĥれず、會 

員間及エスベランチスト相互問の交際も曲滑 

でなく、又中央都市ごの連絡等も常に顧られ 

ず.二れ找又前記都市の逆行でか"Iまして. 

益々萎微沈1帶して行きます。

ニれ任エスペランチストが少くて、集りに 

くいざいふ事、連動を起さうにも、餘りに世 

人が無關心でゐみこざなごに.我々が實際爭 

に直面して經驗し、その度每に、田舍都かの 

悲哀も感じて居る所であります。

この樣な小さいesperantujoけより大き・な 

力を作ち事によって.意義も生じて來ろさ我 

々4考へます。 ^

各她方に战多くのエスペラント會が存在し 

て居ます。田舍の會程振找ないのが.悲しむ 

べ孑實情です。それで（I會存在の理由があり 

ません〇

二の地力會も集めて.各縣に一つ、或"二 

三の縣に一つ、聯盟も作って、有力なる團體 

を結成し、そしてその地方な聯盟の曹及運動 

範圍にして.定期に運動な行ってゆすたいざ 

考へます、勿論二の地方會は學會系でないも 

のも包含し、地方に存在する地方會を全部所 

魁せしめるのであります。・

聯盟の經費は大して要しない过思ひます. 

聯盟厲事業さして大會を年一度、その地方の 

市町村に於て開催します。ニれけ、H本エス 

大會に參加出來ない者にざっては、唯一の樂 

しい、愉快な會合であちミ信じます。

聯盟の組織規約等は各地方に於て隨意に制 

定せられろ事も望みます、唯我々任、その淋 

Lい地力に於るエスペランチストがお互に團 

結して、犬きなカミなって、屮央或（H其他主 

奥都市に於ちが如き活潑むろ活動を起される 

二ざも望むばかりです。

旣に聯盟を作って居られる地方任結構です 

が、未だ何らの團體!）有しない地方“早速二 

れを作って戴きたい。地方會にも入會してゐ 

ない人に、地方會に入みなり或は・地方會な 

き所は、地方エス人會にたけでI參加1する樣 

御願します。・

爭會厲.この聯盟も認めて、諸外阈人の來 

朝.その他調査事項わる陆仁.二の地方聯盟 

に.逋知すろ等の便宜を圖られ仁いざ思ひま 

す。R•〇誌も發送してから突然起った事で. 

會貝に是非知らせておく必要あみ事件、問題. 

或任外人の來訪等は早速ニの聯盟に通知し• 

聯盟本部厲地方會に、地方會肚その會員に过 

いった風に.聯盟を活用I、田舍に於みエス 

ペランチストにしエスペラントの惠澤に浴己 

しめられたいIのです。

我々は切に地方會諸兄に二の聯盟結成隹热 

願します。

この趣旨に於て.我が兵庫縣下に於ても神 

戶市在住諸氏によって.兵庫縣エスベラント 

聯盟設立む御!願致します、或任、大阪、京都・ 

兵庫の近畿エスペラント聯盟.でt結構です。

ミ•はか御世話Fさみ事を御願します。そ 

して.田舍の我々にも强いヵを與へられん事 

を御願します。

兵庫縣姬路手扬エスペラント學苑

…••…編輯子の意見…••…

結構なお說です、理論は立て易い、然し實 

行は却々困難が伴うでせう。地方會の方々の 

協力を望みます。目下K社の活動は此の方 

面にヵも注いで居る様に見受けます。斯界が 

盛になるの仕お互ひに喜ばい、事です〇が. 

牛頭を揚げて狗肉も賈る如き姑息的な苦肉の 

策な捨て、或ひは自我的見地からお互ひに反 

Bし合ふ樣な行爲は謹しみたいき思ひますc

ビうぞ範を示して手:柄を立て、頂きませ 

う。



!編［輯|後］記!
前號枫輯の疲勞な回復すお暇もなく引緻い 

て本號の受持ちだ。決して之を嫌うわけでわ 

ないが、當番制なんか設置したのわ誰だ。本 

誌の改革わ先づ內部から。今までろくにR・0 
誌を讀みもしむかっか編輯fが今度わあ・ち 

程同じものも飛よりばならないc話すこざは 

きらい・讀む二ざ需書く二さもめんごうだミ 

云ふ編輯于にごってわ皮肉な惡緣ざI»云うべ 

3だ〇なまじいエス2シトな學び初め了:罪 

なんだらうさめきらめてゐる・たが乘りか、 

った船わ彼岸に到達さしたい。

之でも編輯于わ臼己の作品に對する藝術的 

良心な多分に持って居•ろざ自任して居み。一 

それだから此の編輯かおしつけ仁って?可愛 

そうに——R・0誌もよりよきしのにLたいご 

云ふ熱情わある、而して窈氣に富んだ人間一 

匹に自己の志す仕事さR.0誌の仕事さに等 

分の能力が注げみだらうか。R 〇誌の仕事も 

大切だbうが一決して努力（I惜しまないが 

—— H己沧捨て、まで世間を自しせまくわし 

T： ＜ない。

杲近RO誌の代價が高いさ云う投善がち 

ったので此處に愚見を述べて見る。先づR・O 
誌加一個の商品さして考龙てみたい。一人 

によってわそれがエスペラントに對する・R瀆 

だシ云うか!,しれないが編輯子わ決してそん 

なけちな考わ持ってゐない。何故ならそれが 

車なる言語でめりそしてこの語で何をしよう 

さ制限されてゐない护ら。——32貞6號ペタ 
組のR.0誌が20錢。之を他の16頁內外の 

1U錢のエスペラソト雜誌ご比較していた£ 
きたい。內容に於ても決して他の追從も許さ 

ないしのだこ大言が出來る程堂々なみもの 

だ。伶員數が倍加すれ戊もっさ紙數も增I紙 

質t上等なのを使う事が出來らが之は皆樣の 

御盡力も待つ。

尙R.〇誌み初學者向のものミ高等向のも 

の例えば硏究社の諾雜誌の如きtのを發行せ 

よこの投書も折々見さあが目下の狀況でわ早 

尙の感がわら。それ故R O誌も初學者にも 

向く樣に編輯社よさの御言葉にわ編輯F自身 

——他の人わどうか知らないがか——賛成 

ro上記の意味に於てr o誌を二分するこ 

ミが出來ないさすれば勢一册のtの花寓人向 

のものにしたい。つまりR・〇誌が初學者の

おねがい

★御寄協の尿課しのにわ原文をそ之て。

★專門語等にわ註解をつけて。

方々のよヨ指針であらご同時に他の方"にも 

好伴侶であり更新劑でありたい。R・O誌の 

內容が無味乾燥だざ云う事も耳にい:。口分 

も今までその一人であった。之はその內容も 

充分に味い得めからバらうミ今度の體驗によ 

って編軸子自身Zな知った。

ペレル君の記事の如き讀めば諛むほこその 

眞價が現われて事ら.新興のロシャの內容が 

如何むちtのであるか同君の手記（H之も如實 

に描寫してゐる。

同君の記翥わ難解ださ云うこさ故詳細む脚 

註を付けてみた。同君わ一人でも多くの人に 

讀んでもらいそして批評が聞るかいミ云って 

ゐる。同君の內地での行動について色々さ風 

評を耳にして居るが何も云いたくわない。旅 

の恥わかき捨てなんだらう。

R-〇誌が編輯者の玩弄物ださ云う人がち 

ろ。一人でL多く同志をふやし、一人でも餘 

計にR.0誌も讀んでもらひたいこ希う我々 

に.そして少IでもRO誌の商品價値な高 

め樣ミ努力してゐる我々に何で暇もつぶして 

まで之を弄んで居られよう〇虛僞む况理さが 

愛さかを竟りものにしてゐる我々でわない。 

ちさ聲が大きいぞ。いやさ頭が高いぞ。

Scherer氏の到着も冏がない〇不疑氣內閣 

の功跋わ我々エスベうント界まで風靡した、 

同氏の來朝を機さして緊縮內閣を向うに廻し 

て一つめれやうか。

tう來毎の計畫も立て、見なければならな 

い。學會の財源が確立するまでわやはり今ま 

での機にち・みな着黄な歩みを績けなければな 

らない。今まで通りの費用也以って今まで以 

上に新機軸を出しR O誌の面目を蹈恕たら 

しめ東洋に君臨ぜしめたい。此の意味に於て 

皆棣の投書や投稿わ我々のよも相談相手でめ 

み・乞う御聲援を。

本號は色々さ都合があって豫定よりも後・ 

てしまったn文热㈱については種々ざ非難し 

ある榛であち・向後特別の計畫のない限り二 

段橫組に任せぬつもりだ。

さて曳全隹期して注意力む校正に向けたが 

出來上ってみろざやはり物足りない、征服後 

の淡い失望にも似ア:物淋しさ。

池袋假寓にて無花果居士

!
权來年度の本誌表紙の圖案を募集しま 

す。印刷は二色刷まで.實物大。草案 

にても結構。ごうぞR・O誌の爲に振 

って傑作ね御送り下Aい。



脣胃 畛 本書を繙〈こざ一日涯ければそれだけ時代に遲れか!

Hでたb 一 土-----------------------

ii 本書を讀まずしてエス語學を語る勿れ

II 充實せる此內容しかも驚くべき此廉價

愛むらところ神めり

【附錄】エスペラント硏究用書解題

トルストイ原作短篇小說・シドロヴスカヤ女史エス俸・川崎直一和澤並註

三五版クロース裝美本三百三十一頁 特價1 50錢送料6錢

本書は對譯叢書の第五; ざして發行されたが,そのやり方は從來のものむは趣

忌

を異にし,その註釋の部は單むろ註釋にとさめず，多《の類例をひき，數々の理論 

なきき,川崎君一流の硏究が遐山織り込まれたもので,賓に博弓【旁證微に入リ細

部
數
に
よ
る
割
引
は
で
き
ま
せ
ん

を穿ち,疑胡は一々歐米各國のエス界の大家睦に質問狀を發してその返答をまつ 

て解決すろざいふ热心さで，實に同君の精魂を打込んで完成し了:大著であみ。僅 

か廿數頁（五號組）のエス文の註释が百六十餘頁（六號活字組）に〃ったのにみて 

も一端が想像されよう。

附錄の「硏究書目解題」はエスペラント語な深く硏究する者にきって必讀すべき 

著作百十五種について一々詳細な解笛を附したtので,:れだけでt吾人の座右に 

缺く事のできぬ良著である。

實に本書は初學者@好伴侶さいふよりも寧ろ中等及禹等程慶のエス磅舉究者の 

座右に必備の大著述てある。故に本書なそなへずしてエス語の語學的研究につい

て云々するは「盲目蛇におち•ざる」の所爲过云ふべきであ“

しかも本書は植字む初めて二、に足掛二年の歳牙を閱し,著者の热心は歴々そ

の原稿の一部變更を必要さし,ために豫定以上の經我も要し遂に總計・千四百

の巨額に達した。卽ちー部の實價I圓40錢でわ“二れも二固乃至二脚五十线の

資價さすべきであるが此良書もして萬人の手に行ら渡らしむあニミはEsperanto

logo ス語學）の號達上大なる寄與をむマニきも思ひ,二、に全くの犧牲的實賞 

提供隹敦行する事にし。ついては學會の普通 の出版書の如く部數による割引賣 

（!〔書店に對して!＞〕絕對不可能で外ち事を御承知下まい。

その內容は s**-*^*-**^

嘶AB

日
本
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會

（I）いとぐち10頁 （【1）本文〔エス文ミ!］本語譯丈ミ對照）一53頁

（山）註釋（これが本書の骨子）ーー168頁（重要註釋索引を附す）

（IV；附錄「エスペラント研究用書解題」-78S （V）川崎著作目錄



取次洋書 錄・珈
★洋書は如何なる場合でも前金註文でなければお送り致しません★

洋書の値段は毎月變動があります

ザメンホフ博士舉  著書

★Aldono al la dua libro de lingvo internacia. 
世界で最初にエスペラント語で出た本の複製 

品.................................. 0 25 (2)
★Rabeno de Bafiarafi・ハイネの小說さŜalom 
Alejĥem の Gimnaziano ...... ..............045 (4)
★La Rabistoj.獨文豪シルレ比の劇、ザ博士 

晚年の老熟の筆 ................0.80 (4)
早La Revizoro,諮文豪ゴーゴリの喜劇課筆輕 

妙洙に喜劇中の白眉............... 070 (4)
★Ifigenio en Taŭrido.ゲーテの傑作、第四回 

萬國大會で上演せちもの••…:......070 (4)
*い Batalo de V Vivo, 英文豪 Dickens 作 

のhumorplenaな小說ザ傅士の筆蹟あり....
....................... .......................... ；........... 0.55.. (4) 

举Fundamento de Esp.多言を耍せす、Espe
rantisto 必携の書.................. 0.55 (4)
^Hamleto.沙參の代表的作品 ……0.55 (4) 
★Andersen Fabeloj I及!I.おなじみの丁抹 

アンデルセンのお伽噺............各0.80 (4)
★Marta.波蘭閨秀作家Orezeszkoの小說最

vww\/w\^ 小

J^Vera Historio de Ah Q. 珍らしい支那の飜 

譯もの、(R€vuo 7月號の新刑紹介にあり\

............. 上製!.00 (4)並 0.80 (4) 
★Aventuro de Kalifo Harun Alsaŝid,アラビア 

夜話よりの一篇Cox將軍課 ...... 0.15 (2)
★Aventuroj de Lasta Abencerago・ Gravado 王 

朝亡明時代の物語....... ...... 015 (2)
★Du Noveloj. ノ、ソカ♦リー文學の代表作家 

Maŭro Jokai の小說二篇...........045 (4
★Kio povas okazi, se oni dancas surprize. 
Fritz Reuter の小說・输入........ 0.20 (2)
★Perdita kaj retrovita.故エス學士院長 Boirac 
博士原作喜劇 ..................••••・〇.10 (2)
★Reĝlando de rozoj. A. Ilonssaje 作の美く し 

い夢の様な物語、a?ii P. Champion. 0.20 (2) 
★Tri angloj alilande英國三人男海外旅行奇 

談抱腹絕倒.........................0.55 (2)
★Vivo de Zamenhof. 「愛の人ザメンホフ」傳 

萬人必誰の聖典.................... 1.60 (6)
*Kario・Privat博士の讚本用小說・中等講

近には映畫化された.................... 1.30 (6)
★Rakontoj el Biblio.聖書物語....0.30 (2)
^Lingvaj Respondoj.ザ博上のむしょ質疑應 

答も集めたもの…..................... -0.55 (4)
★Proverbaro Esperanta.世界の粹ん集め了:エ 

ス語諺集........................... 070(4)
★Fundamenta Krestomatio.練習小話童話小 

就論文詩歌模範文集............... 130 (8)
★Georgo Dandin,世界的喜劇作苦モリエール 

の傑作............................. 0.45 (4)
★Originala Verkaro.ザメンホフ博士の諸欄 

の雜誌へ寄稿した物、萬阈大會での演說・諸 

方へ出した手紙.詩歌の大集成眞にザ博士を 

慶・ものは讀め........ 750爲豐鶴

★Predikanto.聖書の中の一章・・••・・0.10 C2) 
★Eliro.聖書の內出埃記.......... 0.30 (2)
★Levidoj.聖書の內レビ記........ 030 (2)
★Sankta Biblio.上記の他ザ博士譯の舊課聖 

書に新譯聖書ねまさめたもの……3.50 (12)

說 ・vvwww\^

習讀物に好適...................... 〇-25 (2)
★Bulgara Antologio. ブルカ♦リアの名作詩.

散文集、作者の寫眞入.............1.50 C6)
早El la intima libro de Verdurbaj Esp-istoj. 
Ada氏等ブルリアエスペランティストの隨 

筆集................................ 0・30 (2)
★Koboldo Ondra,小年、森、森の鬼、赤い小 

旗の透惑------風殖ったお伽噺……0.15 (2，
★Malriĉa knabo kiu gloriĝis.ポーランド大 

統頭マサリック博士の一代記......1.10 C4)
★Rompantoj. Valjes の Monologo 五耀か輯 

む.身振の寫眞入................. 035 (2)
★Oni ridas.鬼し笑ひ出す様な話を集めたも 

の故笑ひたくない方に仕禁物......030 (2)
★En Okcidento nenio nova.世界の讀書界を 

風靡した「西部戦線異狀むし」エス譯.....

...........上製 3.53 ¢10)並製 2.50 (8) 
★Ribelemaj virinoj.昔の支那婦人の悲慘・生 

活も物語お史劇....................0 25(2)
¥Du majstro-noveloj.曾て Heroldo de Esp・ 



に連裁されて好評も博したStormの小說二

篇............上製210 6)並製1.25 (4)
★Ĥondinka. ]•ル ストイ作寫眞入…0.30 2) 
★Karle Marx. Karl Mar!のf專記,さ彼の著 

作.................................. 0.35 (2)
冷Morto de Blanjo.鑛山勞働者の生活を語る

ロシア語より譯.................... 0.35 (2)

詩

★Atta Troli.覆逸の詩聖ハイネの長篇詩、譯

者は Zanoni .........................................0.80 (2)
^-(jarbo. プノレカ♦リアの Ascn Grigorovの原

作詩................................0 20 (2)

^Barbra,英文堰に名をあげたJerom k.
Jtrome 作の一幕劇........ ........0,55 (2)
^Gioevra,プリウ・ア博士の美い、韻文劇…

............................................................. 0.15 (2)
★Nevo Kiel onklo,獨文豪 Schiller 作三幕喜

劇 Ch. Stewart 譯..... ............ 0.20 ¢2)
★Vangofrapo. Drefusの一幕喜劇、標越の如 

し奇拔に幕が開く ..................030 (2)

早Ruお stelo. SAT 發行...........0,80 (4)
★Unua legolibro. D-ro Kabe 著調本.小観;. 

小話會話日用文な收む初學者必携…070 ¢43 
★Vortoj de Cart.エスペラント學士院長Cart 
敎授の論說全集、勁拔模範の筆致…1.10 (6) 
¥血818 Ŝuldo.過去も通視する不思議な婦 

人の力、因果律の巧なる小貌化……1.10 (8)

集--------

★Tajdo.エス文壇知名の N. Hohlovの詩 

集、心の高調な詠じたる四十篇••••'〇,65 (2) 

★Krioj de V Koro.雄辯界の一人者 Gren- 
hmpが靑春の詩集............... 0.15⑵

★Hundo parolanta.逍樂息子の遊學修業、親 

から金を卷取った馭:t ?喜劇..... 025 (2)
★Mnlri命 en spirito.原作界の犬家 Bulthuis 
作の二幕劇........................ 0.30 (2)
★Rompantoj. Valjesがパロモロナの萬國大 

會でn演して好評も博した痂白五篇0.35 C2) 
★Amfitriono. Mortere作の 喜痢、おごなは 

すさ耳御用心................ ・・.....0,55 ¢2)

用

★Kiel akiri bonan stilon・ エス文上達法知名 

の作家Zanoniの一家莒20 X 26 cn!.の大版

........................................... ................. 0 03 (2) 
-^Esperanto per instruaj bildoj.ホテル郵便 

局、停車場・男女服装の部分品等實地敎授式

............................................................. 1.90 (6) 
★Supera Kurso de Esp.高等エスペヲント敎 

科書过して評判の苜語委員D-ro Dreherの著

..............................................................0-55..⑵ 
★Franca gramatiko. エスペラント書まのフ 

ランス語文法敎科書................0・55 (4)
★Naŭlivgva Etimologia Leksikono・エス英佛 

獨等九箇國語對照語源字典......... 2.00 (6)
★Esp. Grammer and Comenlary....... 1.90 (6)

-^Oficiala Klasika Libro •… 
)^Bennemaunエス獨辭典…. 

^Bennemann獨エス辭典… 

l^Christaller : Esperanto •… 
★Esperanto Tearher .............
★Millidgeエス英辭典 .....

★EdĴnburgh,英エス.エス英 

*Rhodes英エス辭典.....

Petit Cours Preraaire..........
^Maupin佛エス辭典.....

^•Vortaro de Esp, Kabe .....

^Kompleta Gramatiko............

0
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(2)
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(8)
(4)
(4)
(6)
(2)
12)⑷

⑻

⑻

⑷

⑻

科學社,

★Evoluo de Telefonio. 電話器の菠達に就て

押畫入...................... •••••••••〇,55 (2)
^LaborĉartO. ........................................ 〇[2 (2)

示教其他

★La Bulgara lando kaj popolo. Krestanoff
著Bulgarujoの歷史、風俗、國悄等を語る…

... ................................... ............. ……120⑵



★Evangelio de Horo.赤い聖書....〇-08 (2)
^Elementoj de fotografa optiko.寫fft術用初 

等光學、多數圖入..................035 (2)
★Monadologio de Leipniz.ライブニッツの單 

元論、譯任故學士院艮Boirac博士…0.20⑵ 

J^Sendagereco de Francujo.歐羅巴の平和は 

就て佛蘭西前大統領Honnorat氏の言......

.............................................................. 0.55.. (4) 
★Etiko,クロポトキンの「倫理學」SAT發 

行】........................  1.00 (6)
★ABC de Sennaciism〇. Sennaciismo の入f勺 

書…空...........................0.30 (2)

★For la neŭtralismon. ........................0.18 (2)
^Laborista Esperantismo....................0 20 (2)

legu................................................. 050 (2)
^Naciismo.............................................0 65 (4)
^(Proletaria Kantaro............................1.25 C4)
★Krimnologio.犯罪小說好きの邦人必ずや讀 

むべき眞面目な犯罪學の講義..... 〇-85 (2)
★Vojo al scienco de estonteco. ....... 0.30 (2)
早Vojo de formigo kaj disvastiĝo de lingvo 
internacia. .............................................0,35 (2)
^Aŭstralio,オーストラリア風土記.多數の 

寫眞地圖入の赘澤本............... 340 (6)

^Esperanto Biblioteko Intemacia.叢書…星一つ °-18 ⑵・二つ“斶⑵

*Bona sinjorino.ホ•ーランドの閨秀作家オ 

ルヂコシュの傑作譯はKabeの名作。

★Rusaj Rakontoj・ 夢の樣になつかい、ロシ 

アの童話.初等の譯物壬して好適。

★Don Kifioto.為名なスペインのドンキ・ー 

テのエス譯。

Praktka Frazaro・ロ常必耍むる句ぶ集む 

初學者必携。

★ ★Japanaj Rakontoj.日本の昔噺もエス語 

で讀むのもま讥更白い課は千布氏。

★Amoro kaj Psifie. Amoro (キエー ビッ ト 

ーー戀愛の神)ご美少女の戀を描く 〇 

★^Reaperantoj.イブセンの代表作.「幽靈」の 

エス澤一讀もす、む。

★Komerca Korespondo・ エス文商業通信文花 

蒐む。

★Konsiloj pri Higieno.何人も心得べき通俗 

家庭衞生顧問。

Reĝo de Ora Rivero.お伽 噺を書いた事の 

ない英のラスキンのア:つ仁一つのお伽噺〇 

冷Lasta Usonano,西曆2951年トルエ探檢隊

がNew Yorkの廢趾での發見。

^Hungaraj Rakontoj.世に知られQハンV1 
一文學の紹介。 ,

^Nordgermanaj Rakontoj・朔風贱をふるふ北 

獨逸の代表作品。 ・乩

★La lnstituto Milner. Jean Jullien 作「怨愛 

學校」表題の如く奇拔な內容。

★Noveloj de la Nigra Arbaro.西南阳逸の 

「脱探」地方の待崔わる小說。

4>La Intervidiĝo.附 Nekonitadialogo 興味深 

き歐洲政治の裏面史を描く。

*La Patrino. 「母」瑞西文壇の一人者 

Erust Zahn の小說、譯找 J. Ŝmid.
★臼zasaj Legendoj.佛領にむったりし7:拓逸 

西南部ゲオゲズの山脈にか二まれライン河に 

のぞむエルザスの傳說。

早・Sub la Nego.靑少年に好適な平易にし 

て興味めろ物語。 _

^.Amkonkurantoj・ Reinhold Schimdt の三幕 

喜劇「羅愛戕走」C

................星一つ 070 (4)、二つは1-40 (6)^Internacia Mondliteraturo.
-^Hermano kaj Doroteo.獨逸文豪ゲーテの傑 

作「ヘルマン过ドロテア」のエス譯。

* Legendoj.ボーランドの傳說、譯文“ 

Antoni Grabowskiの推賞すろ名文。

★Elekt. Noveloj・ツルゲネフの小說。

4tLa Nigra Galero.19世紀の終りから20世 

紀の初めにかけて獨逸文壇を風肆い:Raabe 
の傑作。

*E1^Camera Obscura/* 和蘭文,學中の最大

傑作.譯はH. C. Mees.
★El la Skizlibro. 御承知の通り!rvingのス 

ケッチブックのエス譯。
«La Mirinda Historio de Petro Schlemiel.譯 

文“5S逸の、Viiater・
★Nuntempaj Rakontoj. ブルガリアの 

Stamatov作小說、譯文は1.H. Krefiteuo仕工 

ス文塹協會の折紙付。



^(Hebreaj Rakontoj.古き昔のヘブライ人の 

物語。

*Tri noveloj.鶴西亞文舉史上にエホ.ツクも 
伶ったPuŝkinの小說0
早Ses noveloj・エドガ'ア、アラシホ•ウの探偵 
小藐。

★La firmao de kato kiu pilkludas.巴里の商 

人の生活を描く Balzacの作品。

•^(Orientaj Fabeloj.束洋のお伽噺の中にロシ 

アの政S3を諷刺す。

^Noveloj. Polando の文豪!！. Sienkiewicz の 

作、譯はZamenhof博士の愛娘しidja Zamen
hof.

^Insulo de Peliĉuioj.日本には知れてゐない 

スpエーデンの大家A. Strindbergの作〇 

^(Barbaraj prozajoj. Kataluna の P. Beri rana 
の二大傑作の一つ壬稱らろ。

★Ano de V ringludo.日本に仕 寸も紹介さ 

れ讥事のないユーゴスラ芦イアの文壇に君臨 

するD. Sim uno vicの作〇

^(Servokapabla !佛文學i (I又變つ7:昧のべ 
，レギーの作晶〇

¥ Nobela peko.汐ーマニアの沼穆地方の物語 

——日の出・H沒ゝ港・鳥.魚……〇 

★^Deklaracio.有島武郞の宣音・もエスペラ 

ントでお讀みになりまぜんか?譯“柬宮氏。

★Biblioteko Tutmonda・最も多方而の文獻な集めた叢書。........星一つ0・25⑵

-►Mateo Falcone・ Mateo Falcone 其他 Mari- 
m6eの作も收む。

★La Sonĝo de Markaro. Korolenko 作譯文 

仕女流工てペランティスI・で行文の妙な以て 

知られるŜidlovskaja.
¥Nigjo Mensogulo kaj aliaj rakontoj.ウクラ 

イナの物語。

★Bonhumoraj rakontoj.子供の爲に書かれた 

物語。

^(Malgranda Johano,エス原作 界の 大家

Bulthuis の作〇 < '

-K^lLa Arto de Memdisciplino.精神修養の本。 

早★Norda Vento. Frederiko Karinthv の小 
説集。

・早Grekaj Papirusoj.ぞりシア時代の生活 

を語るギリシア古典物語。

R*La Vojaĝoj kaj mirigaj aventuroj de 
Barono Munchhansen・獄逸の彌次喜多物語、 
舞樂仕歐羅巳。

・早Homa lingvo. W・ E. Collinson の言・語學 
に關する專門的な著述。

^★Evoluo de Telefonio.電話器の發達を各 
述す.多數繪入。

*★早いKapitanfilino, 一誼卷もおく能は 

ざみŜidlovskajaの名課〇

★Ilustrita Belioteko- ................................................星一つ 025 (2)

^Ribelemaj virinoj.最近ざんざん支那文學 

をエス譯するŜ. M. Chun氏の譯。

^Sakantala Rakonto el Antikva Ĥinujo 中の 

一節 ^Permesu gustumi la roson de viaj lipoj, 
belulino vi !a 一挿畫の説明から....

★Mil kaj unu noktoj.アラビアンナイトの工 
ス譯。

*Ei "Navigado estas necesa.r<
^Gudrua.
^Hantantaj ŝipoj.

Ŝipĉarpentist.水夫の物語。

★早Devi Angreni,蘭領印度地方の昔噺奇妙 

な繪入。 ・

外務省事務官神吉正一序 法學士 金井博治編

〇四六半截◊

百ハ十八頁

クロース上製

〇手頃にして內容轡富便利にして實用的なる小辭典过して次第次第に根强き歡迎も受 
けつつあり。

(1)本辭典收むろ所日本語一萬一千c (2)エス語は文法簡短なれは單語を知る 

事に依り問蚩解決す。(3:本辭典は大部の和英和痂辭典に比敵す。

【取次書店】東 京 堂——栗田書店

東京市外野方町新井未 來 社振替来京六七〇九參



| : f ] S"夕””"〃〃""メ

圍

年6圓

ミ哄彗下記の來年度雜誌の購讀を取次ぎます®Tミ 

§ 【注意】一年以下は取扱はず Es ミ
S匚；， /雜誌のみの購讀•.......... 年4圓i
ミヒSKERANTO I雜誌芒年鑑ごでは........年5圓ミ
ミ 萬國エスペラント協會（Universala Esperanto-Asocio）の月刊雜誌です。 ミ
ミ 大さ菊倍判20頁位〇全部エス文。（大抵ハ月號Ĥ七月號さ合併號）。各國 §

ミ のエスペラント運動や興味本位のエス文讀み物滿載。 S

ミ Heroldo de Esperanto
B 工乂文のみの週刊新聞。四六四倍判8頁。エス運動の報告は敏速に報道

ĝ すみ點に於て世界無比。しかも興味めるエス文の證み物滿載。

ミ Sennaciulo
§ Sennacieca Asocio Tutmonda發行の週刊新聞コ菊倍判!2頁〇無產運動

及社會運動に興味のおろ方にごってはかく事ので3ぬしの。［SAT入會の 

取次任致しません。］
<■-

ミ Nova Epoko 
ち 上記SATからで

9 I.閤值讹い人r s* 〇

年5

50錢ミ

上記SATからで、ゐる社會敎育其他に關すち鑰文集です。二れはSAT ミ 

に關係ない人にさっても興味ある讀み物滿載。 S
ミ 

★注意:一以上の二種について——SAT會員は購讀料に割引がありますが営會 K 
で厲割引できませんから。 K

【注激】1.以上の雜誌は送金は當會で取扱ひ雜誌は先方より直送させます。 S
2・當會へ送金の際・住所姓名全部も口亦マ字又は振假名附で書いて下 S

さい。［振假名也忘れ了：もの（［取扱はず］ S
8.途中で條件を塑更される事お斷り。轉居の時はIミの住所む明記 S 

Iて。 S
4.本年上記雜誌購讀中の方けその旨特に御明記の事〇 ミ
一ー【以上の外の雜誌は當會で取次ません】—— ゝ

年2 園

•…

——東京市牛込區新小川町3の15 ——

鑒旻日本エスペラント學會
（振替口座東京11325番）



本邦で 
出版の

學會取次書其他目錄（籃腰 ヽ（學會の脹替口座はゝ 
八束京! 1 325番丿

★ザ即七演說集（カニャ版）...........〇-80・4
★夜の空の星の如く（同上和譯）……0.80 .6
・ザ博士演說集（佐々城氏編）.......〇-30 .2
★我國に扫ける外國語問題ミエス語…0・60 .4
★心の片隅............................ 0.50 2
★詩集花束............................〇-80 4
★綠の星に憧れて..................... 1-23 .8

★惡夢（エス文）................. 020 .2
★大成和エス辭典 ..................4-80.18
★模範エス會話............ ...........1.20 .4
★寡婦マルタ（改造文庫）.............030・4
★カルロ（四方堂版）............... 〇・23 .2
★ザメンホフ（ドレーゼン）梶氏和譯…0.85 .5
・悲慘のざん底 黑川氏和譯........ 080 .8

★新蹩王（エス文） .................................0.30 .2

m m送爭

♦日本語エスペラント小辭典（三高）［普及版］（（値下）） ................. 0.50 .2
・模範エスペラント獨習（秋田・小坂共著）〔普及版〕 .................................1.00 3

・日・エス・支・英 〔瞽及版Ĵ 0.65 .6 〔上製〕0.85・6
▲エネペヨ・ノト铝ハゝ斤工（高級、........ 綠星光下の地球■旭昇以富士山の二種わり。
.工みへフノト和ハノゲチ（刺繍丿 （男女別巾出の事）各1枚75空送料各2錢

★爲盏琳11.藥品名彙（南江堂版）........................1-5〇 .6
—當藥學エスペランチスト必携 詳細は本誌ハ月號廣告む見よ!ーー

. 【見本（1柬京市本郷區春木町南江堂へ請求の事】

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!

エス和辭典
80錢!覚送料各2錢

60錢

新撰
宀何J特製版 

疋頂1普及版

［新 刊］

・グラシャ 史劇
藤澤古零原作I 價20錢

畑•村上共譚丿 稅2錢

本誌三月號から連載の細川忠興の妻グラシャの悲劇を今夏九州エス人會に際し九州 

エスペフンチスト聯盟叢書第一篇ざして出版。 •

レn —u. rp キロ rje・ 時枝88之論文1 價10鑽
・日本民族の起原 平岡昇譯丿 稅2錢

本誌8月號に揭戒の峙枝氏の論文日本尺族は朝鮮系の女性壬南洋系の男子ミの結合 

によって由來したものざなす論文のエス譯。

举

=取次外國雜誌の見木—

ESPERANTO ............................................••••一部送料共!5 錢
HEROLDO DE ESP.................................... ” 10 錢

★［科學特輯號〕特別に一部十錢（送料共）の割で希望者に頒つ・ .OT!歡日本エスペラント學& 013251



La Revuo Orienta—Monata organo de Japana Espcranto-Instituto,
Ŝin^ogaŭamaĉi 11115, Uŝigome, TOKIO, Japanujo; abono internacia 7svis. frankoj.

我國に於けるエスペラント普及•硏究•實用の中心機關

ト學會ン

目
的エスペラン

（«） 

何

（c）
（d）
（a） 

費（©

t） 

入會手續｛負 

維持員花 

の特典

篥事

鉴贾日本エスベラ
【東京市牛込區新小川町三の十五】【扳替口座東京1132）番】

トの普及■研究.實用 

エスベラントに關する各種の研究調査及其發喪 

雜誌及圖書の刊行等・ 

講演會.講習會の開催及後援• 

其他本會の目的を達成するに必要さ認むる事業 

普通維持R 年額2冏40綫（b）正維持員 年額3冏 

賛助維持は 年額5仙 @）特別維持員年額10 KI以上 

終身維持員 一時金100闾以上
住所・職業.姓名（振カナ付）を明記し會費一年分も支拂へばよ 

-・〇 （振替送金最も安全）

每月研究雜誌“La Revuo Orienta nの配布なうく 

出版圖書の割引をうくるこさめり 

語學上の質聽其他一般の問合の返事もうく 

宜傳の「桀」その他宜溥材料を無料でうくわ二 …得
3.
4.

聘

・

・ 

・

詳しいこざは直接お闻合せ下さい

員名簿（五十音順）役

11111111111111111•iieaikiiiiiiiitiiiiiitiiiiniitiiiiiiiiiiiuiiiiKiiiiBiii111111111111BiiiiMmiinmiiiii

99R 斑氮象畫只大石和三郞 理 晤文 博 高桶順次郞 理・ 大井學

理・ 秋田雨雀 同 «（鞍汛摄 土岐善麽 同 三石五六

上野孝男 甌 6 E 西成甫 e事鼻夕校長 淸水勝雄・

女大飲授 河崎なっ 同 美野田琢磨 同 拄・士 井上萬壽藏

同 中大■授川原次吉郞 同 醤 PI 望月周三郎 81間社4男爵 穗積重遠

同 文悔黑板勝美 同 東秩矗間 柳田网男 ・ 子 訝 三島章道

局 專大敗授小林鐵太郞 同 总道技伽 小坂狷二

本誌購讀料（對;稅別）

學會維持員には
B0 20

!半年分
圆1.20

1 一年分 ■ 2.40
無代頒布す

篇熬:會計用I長野3283番 

ロ產茁戏I基本金哮用東京32089番

昭和五年九月二十五□印砂

13 0 3反年 卜n 一 H

奄京由午込M航小川・> s / 一五

編 
發

鶴
大 井 學

崎町三ノー 代六

EP 刷 人 高見i睪保 芳

印 u 和

東京由牛込區新小川町ヨノ -五

發 行 所 歆日本エスペラント學・
I mui minniiMir

定

價

貳

拾
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送
料K

a
i
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